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諸事情により内容が変更になる
場合がありますので、必ず、そ
れぞれの問い合わせ先へ確認し
ていただきますようお願いいた
します。
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◎スポーツ・レクリエーション
名　　称 内　容 とき ところ 対象・定員 費　用 申し込み 問い合わせ

プール一般開放
市立プールの一般開放(団体利用日、水泳
教室、親子開放デーなどで通常の開放で
はない日があります)

7月27日(日)から8月22日
(金)まで
10:00～12:00
13:00～16:00
水泳教室:東プール
8月9日(土)から8月12日
(火)まで10:00～11:30
４回コース

市立西プール
市立東プール

市民
一般開放:無料

水泳教室:100円
通常は不要(団体開放デー、

水泳教室などは必要)

おやこのふれあいサークル「わ」
おやこが一緒に運動を親しむ。トランポ
リン・マット運動・ゲーム･ミニ運動会・
遠足など

9月11日(木)から10月23日
(木)の毎木曜日7回
10:00～12:00

総合体育館ほか
市民　親(保護者)と子

30組(予定)
1組3,000円 申込用紙(8月号広報掲載)

トレーニング機器講習会
機器使用方法、体力測定、メニューの提
供など

 4月～3月(随時実施)
16歳以上の人（市外

可）、毎回12人
700円 申込用紙(総合体育館)

教室プログラムの実施
(月)ボデイメイク・(火)肩腰スッキリ・
(水)ピラティス・(金)あかちゃんとステッ
プ・(土)姿勢とウォーク

 7月～9月 市民　先着20人 500円 申込・電話可(総合体育館)

◎くらしと健康
名　　称 内　容 とき ところ 対象・定員 費　用 申し込み 問い合わせ

①栄養講座
講師：大喜多祥子／大阪大谷大学人間社
会学部教授

 10月11日(土)
  10:00～11:30

どなたでも、30名
定員を超えれば抽選

②運動講座
講師：児玉公正／大阪大谷大学人間社
会学部教授

 10月18日(土)
  10:00～11:30

どなたでも、30名
定員を超えれば抽選

③医療講座
講師：吉川眞由美／大阪大谷大学人間社
会学部教授

 10月25日(土)
  10:00～11:30

どなたでも、30名
定員を超えれば抽選

大阪大谷大学公開講座

くすりと健康
糖尿病予防のための健康チェッ

クと実践教室

(1)糖尿病予防のための実践教室
講師：廣谷芳彦／大阪大谷大学薬学部教
授
(2)糖尿病になるまでの経過と対策
講師：冨田晃司／大阪大谷大学薬学部教
授

 10月25日(土)
  14:30～17:00

大阪大谷大学
博物館2階
近鉄長野線

「滝谷不動駅」
徒歩約7分

どなたでも、150名
定員を超えれば抽選

大阪大谷大学
総務課志学台広報係
(0721-24-0452)
往復はがき・メール

〒584-8540
富田林市錦織北3-11-1

電子メール:
shigakudai@osaka-

ohtani.ac.jp
10月10日(金)締切り

大阪大谷大学
薬学部
薬学科

TEL:0721-24-9580
（月～金 9:30～16:00）

大阪大谷大学
人間社会学部

スポ-ツ健康学科
TEL:0721-24-9242

　（月～金 9:30～16:00）

大阪大谷大学公開講座

メタボ予防ハルカス講座
―やさしくレクチャー健康習慣―

《単独受講可》

大阪大谷大学
総務課志学台広報係へ
(0721-24-0452)
往復はがき・メール

〒584-8540
富田林市錦織北3-11-1

電子メール:
shigakudai@osaka-

ohtani.ac.jp
 ①9月２6日(金)締切り
②10月3日(金)締切り

  ③10月10日(金)締切り

大阪大谷大学
ハルカスキャンパス

（あべのハルカス23階）
近鉄「大阪阿部野橋駅」

JR「天王寺駅」
地下鉄御堂筋線

「天王寺駅」
地下鉄谷町線
「天王寺駅」

阪堺電軌上町線
「天王寺駅前駅」すぐ

社会教育・
スポ-ツ振興グル-プ

TEL:366-0011

総合体育館
TEL:365-5250

無料

総合体育館
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◎くらしと健康
名　　称 内　容 とき ところ 対象・定員 費　用 申し込み 問い合わせ

電話健康相談
電話による健康相談、育児相談、禁煙相
談です。

 毎週月・水・金曜日
午前中
(祝日や一部休みがありま
す)

市民 不要

保健・栄養相談
保健師、看護師、栄養士など専門家によ
る健康相談です。

　毎週火曜日
 10:00～15:30
(祝日や一部休みがありま
す)

市民（予約制）

大人の歯のお手入れ教室
（デンタル教室）

《2日で1コース》

1日目：歯科健診、歯科医師の講演、ブ
ラッシング実習(両日とも)
2日目：歯科衛生士の講演、個別相談

  Cコース
 ①9月18日(木)
 ②10月10日(金)
  　13:00～15:00頃

市民（予約制）

歯科保健講演会
「現代人の生と死」
講師：柏木哲夫/学校法人金城学院学院長
淀川キリスト教病院理事長

 8月21日(木)
  14:00～16:00

ＳＡＹＡＫＡホール
小ホール

どなたでも先着200人
（手話通訳あり）

無料 不要

◎子育て
名　　称 内　容 とき ところ 対象・定員 費　用 申し込み 問い合わせ

親子のつどいの広場
「ファンズガーデン」

いつでも気軽に立ち寄れる、アットホー
ムな親と子の居場所です。
飲食もOK!
子どもや子育てに関するいろいろな行事
や講座もあります。

 月～土10:00～16:00
 (祝日を除く)
 土のみ(概ね月3回)
 月1回会議の日
  13:00オープン

乳幼児・未就園児と
その保護者

（運営協力金）
一家族100円/日
年1回の保険料

200円

不要

親子のつどいの広場
「ファンズガーデン」

一時保育
 月～土10:00～17:00
 (祝日を除く)

生後３ヵ月以上
定員10名

700円/1時間
登録料不要

要
詳細はファンズガーデン

366-6960まで

あそびの広場
屋根のある公園だと思って、いつでも気
軽に遊びに来てください。

 毎日10:00～17:00
 (祝日・年末年始は休み)

就学前のこどもと
保護者

絵本の部屋

乳幼児向けの楽しい絵本やじっくり遊べ
るおもちゃがあります。
親子で楽しんでください。

 月～金10:00～17:00
 (祝日・年末年始は休み)

就学前のこどもと
保護者

子育てサークル支援

子育てサークルを応援します。
サークル活動の場所として、子育て支援
センターの部屋を利用することが出来ま
す。また、おもちゃの貸し出しもしま
す。

 随時 市内の子育てサークル
ぽっぽえんへ

登録後申込用紙で
郵送・ＦＡＸ・直接

保健センター 無料

健康推進グル-プ
(保健センタ-内)
TEL:367-1300

健康推進グループへ
直接・電話

「ファンズガーデン」
茱萸木6丁目985-1

（旧くみの木幼稚園内）

NPO法人ワ-クレッシュ
「ファンズガ-デン」

TEL:366-6960

無料

ぽっぽえんへ登録のうえ
利用 子育て支援センタ-

“ぽっぽえん”
〒589-0022
西山台3-2-1
TEL:360-0022
FAX:360-0033

子育て支援センター
ぽっぽえん
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◎子育て
名　　称 内　容 とき ところ 対象・定員 費　用 申し込み 問い合わせ

あおぞらひろば・
あそびのひろば

0歳～就学前の子どもとその保護者が対
象です。地域の子育て家庭の皆さんや子
育てサポーターと一緒におもちゃで遊ん
だり、体操や絵本の時間もあります。

詳しくは広報おおさかさや
ま、または市ホームページ
をご覧ください。

就学前のこどもと
保護者

不要

市民協働「子育て講座」
親子で楽しく体験しよう!!

大阪狭山市ボランティアグループ連絡会
による子育て講座

 9月6日・20日・27日・
10月4日の土曜日(4回連続)
いずれも10:00～11:30

3歳～就学前のこども
と保護者

20組

市民協働「子育て講座」
知ると楽しい絵本の世界

絵本講師の会「さんぽ」による子育て講
座

 9月8日・22日・29日の
 月曜日(3回連続)
いずれも10:00～11:30

就学前のこどもがいる
保護者及び子育てに関

心のある方20人

無料
託児が必要な方は
保険代1回100円

ただし1歳以上のこ
ども10人まで

ノーバディーズパーフェクトプロ
グラムに参加しませんか？

参加者同士で悩みや関心のあることを話
し合いながら、自分に合った子育てをみ
つけませんか。

 9月25日～11月13日
 毎週木曜日
いずれも10:00～12:00

就学前のこどもが
いる保護者　12人

無料
託児が必要な方は

保険代500円

ぽっぽえんへ
申込用紙で
郵送･直接
(9月上旬)

ぽっぽえんまつり

子育て支援の輪を地域に広げるために子
育て支援に関わる団体、サークル、ぽっ
ぽえんボランティア、サポーター、利用
者によるイベントを開催します。

 10月25日(土)
   9:45～　受付
   10:00～ 開始(予定)

就学前のこどもと
保護者及び子育てに

関心のある方
不要

 ①7月15日(火)
 ②7月22日(火)
 ③7月29日(火)
　 各回13:45～15:30

平成25年11月5日～
平成26年1月4日生ま
れの第1子と保護者

20組

 ①9月9日(火)
 ②9月16日(火)
 ③9月30日(火)
 　各回13:45～15:30

平成26年1月5日～
3月4日生まれの第1子

と保護者
20組

ママパパ教室
①助産師の話
②育児の話、沐浴実習
③歯科健診、妊娠中の食事

 ①7月25日(金)
   10月31日(金)
 　 13:00～15:30
 ②8月23日(土)
 　 9:30～11:30
 ③9月26日(金)
 　 13:00～15:30

保健センター
初めての赤ちゃんを
迎える妊婦とその夫

健康推進グループへ
直接・電話

健康推進グル-プ
TEL:367-1300

（保健センタ-内）

子育て支援センタ-
“ぽっぽえん”
〒589-0022
西山台3-2-1
TEL:360-0022
FAX:360-0033

赤ちゃん広場

《全3回の連続講座》

親子あそび、親同士の仲間づくり、後期
離乳食や歯の話などです。

子育て支援センター
ぽっぽえん

無料

無料

ぽっぽえんへ申込用紙で直
接(8月４日～15日）
応募多数の場合、抽選とな
ります。参加者の方には、
8月20日(水)までに電話で
連絡します。
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◎子育て
名　　称 内　容 とき ところ 対象・定員 費　用 申し込み 問い合わせ

 7月9日(水)
  9:30～11:00頃

 8月20日(水)
  9:30～11:00頃

 9月10日(水)
  9:30～11:00頃

 10月8日(水)
  9:30～11:00頃

    あったかファミリースクール
第１１回

街角オアシスｉｎ大阪狭山

親子でコーヒー生豆焙煎体験＆講演
講師　一宮隆史様
(ＮＰＯ法人「一杯のコーヒーから地球が
見える」)

 7月21日(月・祝)
  13:30～15:30

大人・親子
〇大人は一人でも

参加可
〇子どもは保護者

同伴
要予約
４０名

コーヒー豆
お土産付

大人・親子
１０００円

電話・ＦＡＸ
072-365-0241

TEL：090-2017-1211
（宮本）

あったかファミリースクール
街角オアシスｉｎ大阪狭山

教育の再生を願って
演劇「ジロー先生音楽にのせて」

 9月13日(土)
  13:30～16:00

どなたでも
２００人

大人500円
（小・中・高

無料）

電話・ＦＡＸ
072-365-0241

携帯
090-2017-1211

左に同じ

◎趣味・教養
名　　称 内　容 とき ところ 対象・定員 費　用 申し込み 問い合わせ

さやまラウンド　第10回講演会 目からウロコの創造論
講師　宇田成徳　宇田技術研究所代表

 8月2日(土)
  14:00～15:30

狭山池博物館
ホール

どなたでも
１００人

FAX・メール・HP

狭山中円卓会議
FAX:366-8545

Email:sayamaround@say
amaentaku.net

HP/URL:http://www.sa
yamachuentaku.net

平成26年度
池守田中家文書特別公開

「近世狭山池の西除と東除」

洪水から堤を守る除(よげ)の構造や改修
内容を絵図や文書から紹介し、その治水
技術をご覧いただきます。

 7月13日(日)まで
狭山池博物館
特別展示室

どなたでも 不要
狭山池博物館
TEL:367-8891
FAX:367-8892

健康推進グループへ
直接・電話

離乳期の乳児を持つ
保護者

健康推進グル-プ
TEL:367-1300

（保健センタ-内）
離乳食講習会

管理栄養士による離乳食の基本と進め
方、歯科衛生士による歯の話です。

保健センター 無料

市立公民館

無料
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◎趣味・教養
名　　称 内　容 とき ところ 対象・定員 費　用 申し込み 問い合わせ

①展示
アゲハチョウの幼虫である「ユズ坊」の
デザインにインスパイアされたオブジェ
を展示することにより、生物の多様性や
自然環境への関心を高めます。

 7月19日(土)から
 8月31日(日)まで

狭山池博物館
特別展示室

どなたでも 不要

②わくわくイベント「昆虫モビールを作
ろう」
クラフトやプラバンで昆虫を作り、モ
ビールとして仕上げます。

 7月21日(月・祝)
  10:00～12:00
  14:00～16:00

小学生以下（3年生以
下は保護者同伴）

各回30名＜先着順＞

電話(狭山池博物館)
7月1日(火)～20日(日)

③昆虫教室
講師：久留飛克明(箕面公園昆虫館館長)

 ①8月9日(土)
    11:00～11:30
 ②8月16日(土)
    11:00～11:30

どなたでも
各日126名

④ワークショップ
昆虫をテーマにした工作

 ①8月9日(土)
    12:00～15:30
 ②8月16日(土)
 　 12:00～15:30

第14回　子ども絵画コンクール
「狭山池や博物館を描こう！」

狭山池や狭山池博物館を描いた絵画を展
示します。

 7月12日(土)から
 8月30日(土)まで

狭山池博物館
常設展示室など館内

わくわくイベント　人形劇
はらぺこあおむし＆アートバルーン
ショー

 8月10日(日)
  14:00～15:00

狭山池博物館
ホール

小学生、親子
96名

狭山池歴史ウォーク
～サマーバージョン～

博物館ボランティアスタッフが博物館内
を詳しくご案内します。希望者には狭山
池北堤もご案内します。

 ①7月13日(日)
 ②8月10日(日)
各回10:20から

狭山池博物館
受付

どなたでも 電話(狭山池博物館)

フレッシュコンサート
「第5回サヤマでムビラ」

アフリカのジンバブエ伝統楽器体験とジ
ンバブエ伝統曲の演奏

 8月24日(日)
  13：00～15:00

狭山池博物館
ホール

どなたでも
126名

当日会場にて先着順

狭山池博物館・
箕面公園昆虫館

共同展示

「虫の謎を探る昆虫展」
～ユズ坊をさがせ～

不要

狭山池博物館
TEL:367-8891
FAX:367-8892どなたでも

狭山池博物館
ホール

無料
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◎趣味・教養
名　　称 内　容 とき ところ 対象・定員 費　用 申し込み 問い合わせ

平成26年度歴史文化セミナー
簡修館

①「大野惣絵図と狭山池惣絵図を読み
　　解く」
　講師：上杉和央/京都府立大学
②「『岩室村年代記』にみえる江戸時代
　　の狭山」
　講師：中山潔/大阪府立三国丘高等学校
③「高野鉄道の開通と狭山」
　講師：伊﨑文彦/本市教育委員会

 ①8月23日(土)
    14:00～16:00
 ②8月30日(土)
    14:00～16:00
 ③9月6日(土)
　  14:00～16:00

狭山池博物館
ホール

どなたでも
126名

無料 当日会場にて先着順

市史編さん所
TEL:367-1070
FAX:367-1070

歴史文化グル-プ
TEL:366-0011

(内線826)

ほっとさろん
簡単な手づくり作品を作りながら作品の
テーマについて対話(おしゃべり)をも
ち、交流をはかります。

 ①7月9日(水)
 ②7月15日(火)
 ③9月17日(水)
 ④9月30日(火)
 ⑤10月15日(水)
 ⑥10月21日(火)
いずれも10:30～12:30

きらっとぴあ(男女共同
参画推進センター)

市内の女性
各10人

＜先着順＞

500円
(材料費)

きらっとぴあへ
FAX・電話・メール

月ごとに申込み

リラクゼーション　ボディケア
～自分でできる脚ほぐし～

足の冷えやむくみ、腰痛、生理痛などの
改善に

 7月4日(金)
  19:00～21:00

市内の女性
20人

＜先着順＞

きらっとぴあへ
FAX・電話・メール

食べたものが作る　「わたし」の
カラダ

～「食」を大切にすることは
「自分」を大切にすること～

玄米カフェ実身美(サンミ)代表の大塚三
紀子さんに健康を意識した食事を提供す
ることになったきっかけや、今大切にし
ていることを中心に話していただきま
す。

 9月6日(土)
  14:00～16:00

市内の女性
20人

＜先着順＞

きらっとぴあへ
FAX・電話・メール

8月1日より申込み受付

夏休み　親子で作ろう
～消しゴムはんことステンシル
でオリジナルバンダナを作ろう

～

自分の好きな模様を染色インクでペイン
トして、オリジナルのバンダナを親子で
作成します。

 8月2日(土)
  14:00～16:00

市内の4歳～小学6年生
とその保護者

15組
＜先着順＞

500円
(材料費)

子育てママの
新しいわたしセミナー
～子連れ参加OK～
(全4回連続講座)

子育て中でも学びたい、仕事もしてみた
い。身近なところで活動してみたい……
新しいわたしをみつけに来ませんか？

 ①10月3日(金)
 ②10月17日(金)
 ③10月31日(金)
 ④11月14日(金)
各回10:00～12:00

子育て中の女性　15人
（子連れ参加可）

＜先着順＞
無料

朗読ボランティア養成講座
「すぐれた文章を声に出して読

もう！！」

正しい読み方を学び、素晴らしい童話や
文芸作品に触れ、声に出して読むことの
楽しさを体感します。

 8月20日～11月5日
 (毎週水曜日)
  13:30～15:30

福祉センターさつき荘
どなたでも、20人

＜先着順＞

1,080円
（別途テキスト代

1,500円）
（全12回分）

ＦＡＸ・郵送
(8月11日まで)

大阪狭山市
ボランティアセンタ-

TEL:367-6601
FAX:366-7407

きらっとぴあ(男女共同
参画推進センタ-)

TEL･FAX:247-7047
電子メ-ル:os-

gender@water.ocn.ne.jp

きらっとぴあへ
FAX・電話・メール

市役所南館
講堂

無料
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◎趣味・教養
名　　称 内　容 とき ところ 対象・定員 費　用 申し込み 問い合わせ

大阪大谷大学博物館
秋季特別展

「描かれた女と男」

江戸時代の絵巻や版本に描かれた中国王
朝や日本の貴族の女性、また狩りや戦い
の場の男性に注目し、当時の文化や風俗
を考える。

 9月27日(土)～
 11月4日(火)
  10:00～16:00

大阪大谷大学博物館
博物館講座

演題：百花繚乱－江戸時代の絵巻・絵本
(仮題)
講師：小林健二氏(国文学研究資料館研究
部教授)

 10月18日(土)
  14:00～

第6回 大阪狭山将棋の祭典　IN
SAYAMA

こども将棋大会
①さやま名人戦
②親子で楽しめる初心者教室
③プロ棋士による指導対局
④親子ペアリレー
⑤ふれあい教室

 8月31日(日)
  9:30 受付
  10:00 開会式

市立公民館

4歳から中学生まで・
市内在住の高校生
①先着１００名
②先着２０名
③当日受付

④事前申込み
⑤当日受付

①５００円
②～⑤無料

メール・電話・FAX
(7月20日から)

担当:芳田
TEL・FAX:072-169-

4014
mail:osakasayama-

wakakoma
@mail.goo.ne.jp

大阪大谷大学公開講座

漢詩と自然

《単独受講可》

③杜牧と夕陽―付録、邵雍と夕陽―
講師：森博行／元大阪大谷大学文学部教
授

 7月5日(土)
  13:30～15:00

大阪大谷大学
総務課志学台広報係
(0721-24-0452)
往復はがき・メール

〒584-8540
富田林市錦織北3-11-1

電子メール:
shigakudai@osaka-

ohtani.ac.jp
６月２0日(金)締切り

大阪大谷大学
文学部

日本語日本文学科
TEL:0721-24-1044

（月～金 9:30～16:00）

親鸞の生涯①―「誕生」～「法然とので
あい」―
講師：貫名譲／大阪大谷大学文学部教授

 7月7日(月)
  10:00～11:30

親鸞の生涯②―「法然とのわかれ」～
「往生」―
講師：貫名譲／大阪大谷大学文学部教授

 7月14日(月)
  10:00～11:30

『歎異抄』のこころ
講師：梯信暁／大阪大谷大学文学部教授

 7月26日(土)
  10:00～11:30

大阪大谷大学公開講座

異文化理解―グローバリゼー
ションの光と影―

《単独受講可》

⑦臨床心理士が語る海外事情―実践編
講師：小西宏幸／大阪大谷大学人間社会
学部准教授

  7月12日(土)
　 13:30～15:00

どなたでも、50名

定員を超えれば抽選

大阪大谷大学
総務課志学台広報係
(0721-24-0452)
往復はがき・メール

〒584-8540
富田林市錦織北3-11-1

電子メール:
shigakudai@osaka-

ohtani.ac.jp
６月２７日(金)締切り

大阪大谷大学
人間社会学部
人間社会学科

TEL:0721-24-1042
（月～金　9:30～16:00）

大阪大谷大学
総務課志学台広報係
(0721-24-0452)
往復はがき・メール

〒584-8540
富田林市錦織北3-11-1

電子メール:
shigakudai@osaka-

ohtani.ac.jp
親鸞の生涯①6月23日(月)

締切り
親鸞の生涯②6月30日(月)

締切り
『歎異抄』のこころ　7月

11日(金)締切り

どなたでも

無料

どなたでも、80名

定員を超えれば抽選

大阪大谷大学
博物館

大阪大谷大学公開講座

親鸞―生涯と思想―

《単独受講可》

大阪大谷大学
ハルカスキャンパス

（あべのハルカス23階）

近鉄「大阪阿部野橋駅」
JR「天王寺駅」

地下鉄御堂筋線
「天王寺駅」

地下鉄谷町線
「天王寺駅」

阪堺電軌上町線
「天王寺駅前駅」すぐ

無料 不要
大阪大谷大学博物館
TEL:0721-24-1039
FAX:0721-24-9787

大阪大谷大学
文学部

歴史文化学科
TEL:0721-24-1183

（月～金　9:30～16:00）
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◎趣味・教養
名　　称 内　容 とき ところ 対象・定員 費　用 申し込み 問い合わせ

①『源氏物語』のことば
講師：宇都宮啓吾／大阪大谷大学文学部
教授

 7月12日(土)
  14:00～15:30

②『源氏物語』桐壺巻冒頭を読む
講師：浅尾広良／大阪大谷大学文学部教
授

 7月26日(土)
  14:00～15:30

③『源氏物語』の中の漢文訓読
講師：宇都宮啓吾／大阪大谷大学文学部
教授

 9月27日(土)
  14:00～15:30

④『源氏物語』と長恨歌
講師：浅尾広良／大阪大谷大学文学部教
授

 10月4日(土)
  14:00～15:30

◎人権
名　　称 内　容 とき ところ 対象・定員 費　用 申し込み 問い合わせ

平和を考える市民のつどい
（ＴＨＩＮＫ　ＴＨＥ　ＰＥＡＣＥ

2014）

①映画「地球交響曲(ガイアシンフォ
ニー)第六番」上映
②原爆などの平和に関するパネル展示

 8月9日(土)
  13:30開場
  14:00開演

ＳＡＹＡＫＡホール
小ホール

どなたでも
300人

保育・手話通訳あり
不要

人権広報グル-プ
TEL:366-0011

2014きらっと女子大
～あたりまえを見直す　ふたた

び～
全8回の連続講座

(各回ごとの申し込みも可)

「ふつう」や「あたりまえ」をキーワー
ドに、講義中心に学びます。月1回パ
ワーと元気をもらいに来てください。

 ②7月14日(月)
 ③9月8日(月)
 ④10月20日(月)
 ⑤11月10日(月)
 ⑥12月8日(月)
 ⑦1月19日(月)
 ⑧2月9日(月)
各回13:00～15:00

市内の女性
25人

＜先着順＞

男と女のともまな大学2014
本物とニセモノ

～ココロの再生をめざして～
(各回ごとの申し込みも可)

現代社会の中で、知らず知らずの間に刷
り込まれたものを、「本物とニセモノ」
というキーワードから見つめ直します。

 ①8月22日(金)
 ②9月26日(金)
 ③10月24日(金)
 ④11月28日(金)
 ⑤12月19日(金)
各回14:00～16:00

市民
60人

＜先着順＞

心のセルフケア講座
～ハートにも手当て～

(各回ごとの申し込みも可)

NPO法人レジリエンスのプログラムに
そって、他の人と共有することなく学ぶ
事ができます。

 ①9月9日(火)
 ②10月14日(火)
 ③11月18日(火)
各回10:30～12:30

市内の女性
10人

＜先着順＞

どなたでも
150人

大阪大谷大学
文学部

日本語日本文学科
TEL:0721-24-1044

（月～金　9:30～16:00）

大阪大谷大学公開講座
『源氏物語』の焦点
―ことばと漢詩―

《単独受講可》

大阪大谷大学
博物館

11-201教室
or

11-301教室
（近鉄長野線
滝谷不動駅
徒歩約7分）

きらっとぴあ(男女共同
参画推進センター)

無料

無料 不要

きらっとぴあへ
FAX・電話・メール

きらっとぴあ(男女共同
参画推進センタ-)

TEL･FAX:247-7047
電子メ-ル:os-

gender@water.ocn.ne.jp
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◎交流
名　　称 内　容 とき ところ 対象・定員 費　用 申し込み 問い合わせ

黄昏たなばたコンサート
～星に願いを～

ジャズあり、クラシックあり、民族音楽
ありのアットホームな手作りコンサー
ト。夕暮れから夜にかけて星にちなんだ
曲などをたっぶりお届けします。※雨天
の場合、ふれあいフロアにて実施。

 7月5日(土)
  17:30～

市立公民館
玄関前広場

どなたでも 無料 不要

市立公民館
〒589-0021
今熊1-106

TEL:366-0070
FAX:366-0081

帝塚山学院大学
国際理解公開講座

Japan Brand
-モノづくりを超えて-

①「“日本式”生活インフラを輸出せ
よ」
講師:片岡利文 氏/NHKﾁ-ﾌ･ﾃﾞｨﾚｸﾀｰ 兼 解
説委員
②「“クール”で“ワンダー”な日本マ
ンガ事情」
講師:吉村和真 氏/京都精華大学 マンガ学
部 教授
③「日本の食文化～生活文化と精神文化
の融合～」
講師:福田ひとみ 氏/帝塚山学院大学 人間
科学部 食物栄養学科 教授

 ①7月5日(土)
 ②7月12日(土)
 ③7月26日(土)
いずれも14:00～16:00
(13:30より受付開始)

SAYAKAホール
大会議室

どなたでも
90名＜先着順＞

1,000円
（3回通し）

往復はがき
住所・氏名(ふりがな)・電
話番号をご記入下さい。
はがき1枚につき1名まで
6月1日の消印から受付

帝塚山学院大学
国際理解研究所

〒589-8585
大阪狭山市今熊

2-1823
TEL:365-1981
FAX:365-6188

みらい✧はばたきっず
ミュージックベルで世界旅行！

ベルの音色でいろんな国をめぐってみよ
う！
講師：大久保弥生さん(日本ミュージック
ベル協会特別講師)

 ①8月20日(水)
 ②8月21日(木)
 ③8月22日(金)
いずれも10:30～15:30

市立公民館
市内居住・

通学の小学生
（20人）

300円
（全3回分）

市立公民館へ
講座名・郵便番号・住所・
氏名(ふりがな)・年齢・学
年・学校名・性別・電話番

号・保護者名を書いて
直接窓口・ＦＡＸ・郵送・

ホームページ
定員を超えると抽選
7月30日(水)必着

市立公民館
〒589-0021

今熊1丁目106
TEL:366-0070
FAX:366-0081

http://www.osakasayam
a-kouminkan.jp/

みらい✧はばたきっず
ミュージックベルで世界旅行！

学生ボランティア募集

みらい☆はばたきっず
ミュージックで世界旅行！受講者の補助
ミュージックベル未経験者も可

 ①8月20日(水)
 ②8月21日(木)
 ③8月22日(金)
いずれも9:30～15:30

市立公民館
市内居住・通学の
中学生～大学生

（若干名）
無料

市立公民館へ
講座名・郵便番号・住所・
氏名(ふりがな)・年齢・学
年・学校名・性別・電話番

号・保護者名を書いて
直接窓口・ＦＡＸ・郵送・

ホームページ
7月30日(水)必着

市立公民館
〒589-0021

今熊1丁目106
TEL:366-0070
FAX:366-0081

http://www.osakasayam
a-kouminkan.jp/
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◎研修会
名　　称 内　容 とき ところ 対象・定員 費　用 申し込み 問い合わせ

第1回安全安心スクール

 7月5日(土)
  13:30～16:00
 7月12日(土)
  13:30～16:30

両日とも
消防署ニュータウン
出張所3階研修室

郵便・ＦＡＸ・メールにて
申し込み

6月26日(木)締切
定員を超えると抽選

第2回安全安心スクール

 9月21日(日)
  9:30～12:00
 9月28日(日)
  9:30～12:30

両日とも
消防本部

4階トレーニング室

郵便・ＦＡＸ・メールにて
申し込み

締切日　未定

安全安心スクール　地域型
「基礎・入門編」

いざという時のための知識や技術を習得
していただくことを目的に、防災・防犯
を統合した講習を約２時間実施します。

危機管理グループ、
市民協働・生涯学習推進グ

ループへ電話・直接

市民協働・生涯学習
推進グル-プ
〒589-8501

狭山一丁目2384-1
TEL:366-0011
FAX:367-1254

電子メ-ル:
gakushuu@city.osaka

sayama.osaka.jp

危機管理グル-プ
TEL:366-0011
FAX:367-1254

電子メ-ル:
kikikanri@city.osaka

sayama.osaka.jp

安全安心スクール　地域型
「応用編」

（普通救命講習）

市民が救命手当をマスター出来るよう講
習会を、約３時間実施します。

消防本部救急グループ、
危機管理グループへ

電話・直接

消防本部救急グル-プ
〒589-8501

狭山一丁目2384-1
TEL:366-8090

電子メ-ル:
shoubou-keibi@city.

osakasayama.osaka.jp

危機管理グル-プ
TEL:366-0011
FAX:367-1254

電子メ-ル:
kikikanri@city.osaka

sayama.osaka.jp

いざという時のための知識や技術を取得
して、地域の防災防犯力を高めていただ
くことを目的に、救命・防災・防犯を統
合した「安全安心スクール」を開校しま

す。

どなたでも
50人

 随時(年間を通して)
実施場所は

その都度調整します。
おおむね１０人以上の

市民団体など

危機管理グル-プ
〒589-8501

狭山一丁目2384-1
TEL:366-0011
FAX:367-1254

電子メ-ル:
kikikanri@city.osaka

sayama.osaka.jp

市民協働・生涯学習
推進グル-プ
電子メ-ル:

gakushuu@city.osaka
sayama.osaka.jp

消防本部救急グル-プ
〒589-8501

狭山一丁目2384-1
TEL:366-8090

電子メ-ル:
shoubou-keibi@city.

osakasayama.osaka.jp

無料
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◎イベント・その他
名　　称 内　容 とき ところ 対象・定員 費　用 申し込み 問い合わせ

おはなし会 絵本の読み聞かせと紙芝居です。

 おおむね
 第1・第3土曜日
  15:00～15:30
 第2・第4水曜日
  11:00～11:30
 毎週日曜日
  13:30～14:00
 毎週木曜日
  11:00～11:30

市立図書館
おはなしコーナー
おはなしのへや

どなたでも
30人

当日先着
市立図書館

TEL:366-0071

紙を使った製作活動①
講師:竹歳賢一／大阪大谷大学教育学部専
任講師

 8月2日(土)
  14:00～16:30

紙を使った製作活動②
講師:竹歳賢一／大阪大谷大学教育学部専
任講師

 8月9日(土)
  14:00～16:30

 10月25日(土)
  13:30～16:00

どなたでも、80名

大阪大谷大学
総務課志学台広報係
(0721-24-0452)
往復はがき・メール

〒584-8540
富田林市錦織北3-11-1

電子メール:
shigakudai@osaka-

ohtani.ac.jp
10月10日(金)締切り

第64回大阪狭山市
「社会を明るくする運動」

市民集会

①「ケータイ安全教室」
講師：ＮＴＴドコモ「ケータイ安全教
室」事務局
②「高齢者のネット被害」
講師：公益財団法人関西消費者協会
③「サイバー犯罪から身を守る」
講師：大阪府警察本部サイバー犯罪対策
課

 ①7月8日(火)
    19:00～20:00
 ②7月11日(金)
    19:00～20:00
 ③7月16日(水)
    19:00～20:00

①さやま荘
（大広間）

②市立コミュニティセン
ター

（４階・大会議室）
③ＳＡＹＡＫＡホール

（２階・大会議室Ｓ・Ｌ）

どなたでも 不要

福祉グル-プ
　社会を明るくする運動

推進委員会事務局
TEL:366-0011

大阪大谷大学
教育学部
教育学科

TEL:0721-24-1046
（月～金 9:30～16:00）

大阪大谷大学公開講座
育メン・パパクラブ

親子で楽しむ算数教室
《2回連続講座》

大阪大谷大学公開講座
数学の文化史―数学の目で見る絵画の歴史―

講師：竹歳賢一／大阪大谷大学教育学部専任講師

小学生（1～4年生）と
その保護者（父親だけ
でなく母親や祖父母で

も参加可）
2回とも参加可能な方

25組50名

大阪大谷大学
総務課志学台広報係へ
(0721-24-0452)
往復はがき・メール

〒584-8540
富田林市錦織北3-11-1

電子メール:
shigakudai@osaka-

ohtani.ac.jp
7月18日(金)締切り

無料

大阪大谷大学
ハルカスキャンパス

（あべのハルカス23階）
近鉄「大阪阿部野橋駅」

JR「天王寺駅」
地下鉄御堂筋線

「天王寺駅」
地下鉄谷町線
「天王寺駅」

阪堺電軌上町線
「天王寺駅前駅」すぐ
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◎イベント・その他
名　　称 内　容 とき ところ 対象・定員 費　用 申し込み 問い合わせ

南河内JAZZ　フェスティバル
生田幸子ピアノトリオ　懐メロ

ジャズ　in　大阪狭山

世界及び日本を代表するジャズミュージ
シャンと数多くのセッションを重ね、
2008年には「第1回なにわジャズ大
賞」を受賞し、関西で最も輝いている堺
市在住の人気ピアニスト生田幸子とベー
ス・ドラムが加わり懐かしいメロディー
をジャズアレンジしてお聞かせします。
会場で是非口ずさんで下さい。

 7月5日(土)
  16:00～18:00

SAYAKAホール
コンベンションホール

どなたでも
200人

＜先着順＞

一般2,000円
ペア券3,800円
（1ソフトドリン

ク付）

SAYAKAホール
チケットカウンター
TEL:365-9590

第61回南海コンサート

「炎のコバケン」こと世界的指揮者小林
研一郎、ソリストに2005年ロン=ティ
ボー国際音楽コンクールにおいて第2位
を受賞し一躍国際的注目を集めたヴァイ
オリニスト南紫音を迎え、迫力の大阪
フィルサウンドをお聞き下さい。

 10月13日(月・祝)
  14:30～16:30

SAYAKAホール
大ホール

どなたでも
1,208人

＜先着順＞

一般3,000円
ペア5,000円

SAYAKAホール
チケットカウンター
TEL:365-9590

 7月14日(月)
  14:00～15:30

 8月11日(月)
  14:00～15:30

 9月8日(月)
  14:00～15:30

 10月20日(月)
  14:00～15:30

平成26年度松竹大歌舞伎

【演目】
一．双蝶々曲輪日記『角力場』
二．『襲名披露　口上』
三．『傾城反魂香』土佐将監閑居の場
中村歌昇改め三代目中村又五郎襲名披
露、中村種太郎改め四代目中村歌昇襲名
披露公演。人間国宝の中村吉右衛門も
SAYAKAホール初登場。どうぞお楽し
みに。

 7月23日(水)
  13:30～16:30

SAYAKAホール
大ホール

どなたでも
1,208人

＜先着順＞

S席6,000円
A席5,000円

SAYAKAキッズフェスタ2014

キャラクターショー・巨大迷路・フワフ
ワ・縁日・模型電車・ブーメラン体験講
座などこどもが楽しめるイベント盛りだ
くさん。

 8月23日(土)
  10:00～16:00

SAYAKAホール
全館

どなたでも 各イベントで料金
が異なります

SAYAKAホール
チケットカウンター
TEL:365-9590

SAYAKAホ-ル
TEL:365-8700
〒589-0005

狭山一丁目875-1

500円
どなたでも
各100人

＜先着順＞
SAYAKAレコードサロン

あなたの思い出いっぱいのレコードを持
ち寄るて温かいお茶と友に聴きましょ
う。
ワンコイン握って気軽においで下さい。

SAYAKAホール
小ホールロビー

当日直接
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◎イベント・その他
名　　称 内　容 とき ところ 対象・定員 費　用 申し込み 問い合わせ

さやか名画座
｢クロワッサンで朝食を｣

『死刑台のエレベーター』や『突然炎の
ごとく』などで知られる大物女優、ジャ
ンヌ・モローが主役を演じた味わい深い
人間ドラマ。年齢や性格や境遇が全く異
なる2人の女性が、ぶつかり合いながら
も次第に心を通わせていく過程を描き出
す。パリで次第に輝きを取り戻していく
家政婦を、エストニア出身の女優ライ
ネ・マギが好演。ジャンヌの演技や、生
きる喜びを思い出させてくれる物語に魅
了される。

 ①7月4日(金)
    10:30～12:05
 ②7月4日(金)
    13:30～15:05

さやか名画座
｢はじまりのみち｣

『二十四の瞳』などさまざまな傑作を世
に送り出し、日本映画の黄金期を築いた
木下恵介監督の生誕100年記念作。戦時
中、同監督が病気の母を疎開させるため
リヤカーに乗せて山越えしたという実話
を軸に、戦争という時代の荒波に巻き込
まれながらも互いを思いやる母と子の情
愛を描く。『河童のクゥと夏休み』など
で知られる日本アニメ界で著名な原恵一
が監督を務め、初の実写映画に挑む。若
き木下恵介役には加瀬亮、母たまを田中
裕子、恵介の兄・敏三をユースケ・サン
タマリアが演じる。

 ①9月26日(金)
    10:30～12:06
 ②9月26日(金)
    13:30～15:06

SAYAKA JAZZ LOUNGE vol.5
My Romance　第2回「誰かが私

を見つめてる」

古谷充氏のトークと今注目の女性デュオ
Gee Babyを迎え、大人の雰囲気漂う
JAZZ LOUNGEをOPENします。
予定曲:「サマータイム」「ボディー･ア
ンド･ソウル」「イパネマの娘」他

 8月7日(木)
　18:30～20:30

SAYAKA JAZZ LOUNGE vol.5
My Romance　第3回「二人でお

茶を」

古谷充氏のトークと今注目の女性デュオ
Gee Babyを迎え、大人の雰囲気漂う
JAZZ LOUNGEをOPENします。
予定曲:「ミスティ」「メモリーズ・オ
ブ・ユー」「ホエン・アイ・フォール・
イン・ラヴ」他

 10月9日(木)
  18:30～20:30

さやかミニ落語会
春蝶のぼっちゃん落語会

出演／桂春蝶、森乃石松、桂紋四郞
 8月9日(土)
  14:00～15:30

さやかミニ落語会
宗助のとびきり落語会

出演／桂宗助　他
 10月25日(土)
  14:00～15:30

さやか寄席
六代桂文枝独演会

六代桂文枝が今年もSAYAKAホールへ
やってくる。 みなさん、揃っていらっ
しゃ～い!!

 9月28日(日)
　14:00～16:00

SAYAKAホール
大ホール

どなたでも
1,208人

＜先着順＞

一般3,500円

SAYAKAホ-ル
TEL:365-8700
〒589-0005

狭山一丁目875-1

SAYAKAホール
チケットカウンター
TEL:365-9590

一般1,000円
どなたでも

100人
＜先着順＞

どなたでも
各368人

＜先着順＞

SAYAKAホール
小ホール

SAYAKAホール
大会議室

一般1,000円
割引900円

どなたでも
200人

＜先着順＞

一般2,200円
（1ドリンク付）

SAYAKAホール
コンベンションホール
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◎イベント・その他
名　　称 内　容 とき ところ 対象・定員 費　用 申し込み 問い合わせ

緑のカーテン
フォトコンテスト

作品募集

緑のカーテン普及活動の一環として、ご
自宅や事業所などで育てた緑のカーテン
の写真を募集します。入賞者には賞状と
記念品を贈呈します。
・写真は最大３枚まで、うち1枚は全体
の様子がわかるもの
※詳細は、広報「おおさかさやま」7月
号、市ホームページで。

 
 7月22日(火)から募集
 8月29日(金)まで(必着)

市内に
「緑のカーテン」を

設置している人
又は団体

市ホームページ、企画グ
ループ、ニュータウン連絡
所、市民活動支援センター

にある応募用紙に
写真を添付して
企画グループへ

持参・郵送・メール

エコ川柳コンテスト
作品募集

環境の大切さを再認識していただくきっ
かけづくりとして、省エネ、節電、地球
温暖化防止、リサイクルなどエコに関す
る「エコ川柳」を募集します。入賞者に
は賞状と記念品を贈呈します。
・1人につき1作品(本人が作成した未発
表のもののみ)
※詳細は、広報「おおさかさやま」7月
号、市ホームページで。

 
 7月22日(火)から募集
 8月29日(金)まで(必着)

どなたでも

市ホームページ、企画グ
ループ、ニュータウン連絡
所、市民活動支援センター

にある応募用紙を
企画グループへ
持参・郵送・

メール・ＦＡＸ

はばたきフェスタ 文化福祉ゾーンの合同イベントです。
 10月18日(土)
 10月19日(日)
いずれも10:00～16:00

市立公民館
福祉センター
保健センター
市史編さん所

どなたでも 当日直接

市立公民館
TEL:366-0070

福祉センタ-
TEL:366-2022

保健センタ-
TEL:367-1300

市史編さん所
TEL:367-1070

図書館
TEL:366-0071

プラネタリウム投影
市立公民館の職員が天文学習を行いま
す。

 毎週日曜日
　14:00～14:45
　15:00～15:45
　(1日2回投影)

市立公民館
プラネタリウム室

60人
（椅子の故障により現

在、４５人）
不要

市立公民館
〒589-0021

今熊1丁目106
TEL:366-0070
FAX:366-0081

http://www.osakasayam
a-kouminkan.jp/

求人・求職情報フェアin南河内

合同就職面接会、職業適性診断、パソコ
ン求人検索、労働相談、障がい者就業・
生活相談、母子家庭生活相談、中高年齢
者就業相談、雇用保険・年金相談など

 9月18日(木)
  13:00～16:00

すばるホール
（富田林市桜ケ丘町／
近鉄長野線「川西」駅下

車）

どなたでも 不要

雇用促進広域連携協議
会

富田林市商工観光課内
TEL:0721-25-1000

無料

無料
（応募費用は

実費）

企画グル-プ
TEL:366-0011

電子メ-ル:
eco@city.osakasayama.

osaka.jp

企画グループへ
応募
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◎イベント・その他
名　　称 内　容 とき ところ 対象・定員 費　用 申し込み 問い合わせ

①つくって食べよう！
ふわふわ焼きたてパン
まるめて、のばして、巻いて…いろいろ
な形のパンを焼きます
講師：公民館職員

 ①7月25日(金)
　  10:30～12:30

①小学生
（16人）

①300円

②親子で“宝もの”をつくろう
牛革を使った和太鼓づくりとプチ講演
講師：北出昭さん(太鼓屋嶋村)

 ②7月27日(日)
　  13:00～16:00

②小学4年生～中学3年
生の子どもと保護者

（20組）
②3,500円

③パン粘土を使って自分だけの小さな世
界をつくろう
ミニチュアドールの小物作りに使われる
粘土を使って工作しましょう。
講師：公民館職員

 ③7月28日(月)
  　10:00～12:00

③小学生
（16人）

③200円

④カラーアナライザーを作ろう！(科学工
作)～光と色と空気の不思議～
科学工作を楽しみます
講師：環境学習倶楽部(ジュニアボラン
ティアツボミ)

 ④7月28日(月)
　  13:30～15:30

④小学生
（20人）

④100円

⑤お庭をつくろう！
プリザーブドフラワー等を使ってお庭づ
くり
講師：平田いづみさん(プリザーブドフラ
ワーデザイナー)

 ⑤7月29日(火)
 　 10:00～12:00

⑤小学5年生～
中学3年生
（20人）

⑤500円

⑥わくわく親子ダンス！
「マルモリダンス」の振付師を先生に迎
えて、親子でダンスを楽しもう！
講師：濱田“Peco”美和子さん(ステー
ジディレクション　振付　シンガーソン
グライト)

 ⑥7月29日(火)
 　 13:30～14:30

⑥5歳～小学3年生の子
どもと保護者
（ペア20組）

⑥1組200円

⑦ダンス♪ダンス♪ダンス♪
プロの振付師に教わる本格ダンスに挑
戦！
講師：濱田“Peco”美和子さん(ステー
ジディレクション　振付　シンガーソン
グライト)

 ⑦7月29日(火)
　  15:00～16:30

⑦小学4年生～
中学3年生
（20人）

⑦200円

⑧さやま音頭と簡単扇子づくり
講師：神野美智子さん(大阪狭山市文化協
会舞踊部)

 ⑧7月30日(水)
　  10:00～12:00

⑧5歳～小学生
保護者の参加も可

※小学生未満は保護者
の同伴が必要

（30人）

⑧100円

市立公民館
〒589-0021
今熊1-106

TEL:366-0070
FAX:366-0081

市立公民館へ
講座名・郵便番号・住所・
氏名(ふりがな)・年齢・学
年・学校名・性別・電話番

号・保護者名を書いて
直接窓口・ＦＡＸ・郵送

定員を超えると抽選
7月11日(金)締切り

市立公民館夏休み学習会2014
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◎イベント・その他
名　　称 内　容 とき ところ 対象・定員 費　用 申し込み 問い合わせ

⑨ecoレンジャーになろう！～地球温暖
化防止を楽しいゲームで学びましょう～
楽しいゲームを通して地球温暖化防止を
学びましょう。
講師：環境学習支援倶楽部(大阪狭山市こ
ども会育成連絡協議会　共催)

 ⑨8月1日(金)
　  10:00～12:00

⑨小学生
（30人）

⑨100円

⑩ストロー工作☆何ができるかな？
ストローを切ったり曲げたりして、つ
くってみよう。
講師：谷健二郎さん

 ⑩8月4日(月)
  　13:00～15:00

⑩小学生
（20人）

⑩100円

⑪夏の天体観望会～8月4日の星空さんぽ
“夏の星座と火星と土星”～
プラネタリウムと大きな望遠鏡を使った
観望会※雨天曇天の場合、天文工作を予
定。
講師：中島健次さん(那須香大阪天文台)

 ⑪8月4日(月)
　  18:45～20:45

⑪4歳～大人
※小学生以下は保護者

の同伴が必要
（45人）

⑪200円
保護者も必要

⑫親子でヨガを楽しもう♪
親子で一緒にヨガ体験
講師：泉志帆さん(Easeyoga)

 ⑫8月5日(火)
　  10:00～12:00

⑫5歳～就学前の子ど
もと保護者
（12組）

⑫1組200円

⑬古代の道具をつくってみよう！
大小のいしを切り分けて石包丁や勾玉な
ど古代の道具をつくってみよう。
講師：平野淳さん(大阪狭山市教育委員会
歴史文化グループ)

 ⑬8月5日(火)
    13:30～15:30

⑬小学生
（20人）

⑬200円

⑭計算マスター
そろばん・暗算・パソコンを体験！計算
マスターになろう！
講師：芝野瑳姫さん(兵庫県立大学経済学
部)

 ⑭8月7日(木)
    13:30～15:30

⑭小学生
（15人）

⑭100円

⑮描こう！恐竜☆復元画
恐竜の全身骨格から復元画を描いてみよ
う。
講師：大阪市立大学恐竜愛好会

 ⑮8月8日(金)
    13:30～15:30

⑮小学生
（16人）

⑮100円

⑯夏休み親子クッキング
親子で中華料理に挑戦！
講師：大阪ガスクッキングスクール

 ⑯8月11日(月)
    10:00～13:00

⑯小学生と保護者
（16組32人）

⑯1組600円

第1回みなみかわち
歴史ウォーク

「初秋の古市古墳群から道明寺
天満宮を巡る」

南河内9市町村の歴史を訪ねるウォーキ
ング(全3回)
近鉄布忍駅～布忍神社(受付・スタート)
～市民運動広場～岡の大師堂～竹内街道
～丹治はやプラザ～峯ヶ塚古墳～野中寺
～仲哀天皇陵古墳～葛井寺～藤本酒造醸
～応神天皇陵古墳～大鳥塚古墳～仲姫皇
后陵古墳～道明寺天満宮(ゴール)～近鉄
道明寺駅(約13km)

 9月7日(日)
  9:30～10:00
　(受付・スタート)

布忍神社
（松原市北新町／近鉄
南大阪線「布忍」駅下

車）
（受付・スタート）

どなたでも 無料 申込不要

華やいで大阪・
南河内観光キャンペ-ン

協議会
河南町環境・

まちづくり推進課内
TEL:0721-93-2500

夏休み学習会2014 市立公民館

市立公民館へ
講座名・郵便番号・住所・
氏名(ふりがな)・年齢・学
年・学校名・性別・電話番

号・保護者名を書いて
直接窓口・ＦＡＸ・郵送

定員を超えると抽選
7月11日(金)締切り

市立公民館
〒589-0021
今熊1-106

TEL:366-0070
FAX:366-0081
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◎イベント・その他
名　　称 内　容 とき ところ 対象・定員 費　用 申し込み 問い合わせ

大阪大谷大学公開講座
親子で楽しむ科学実験

のみ薬づくりにチャレンジしよう！
講師：村上正裕／大阪大谷大学薬学部教
授、堀切勇児／大阪大谷大学薬学部准教
授、渡辺知恵／大阪大谷大学薬学部助教

 8月2日(土)
  13:00～15:30

大阪大谷大学
薬学実験研究棟

15号館　2階
（近鉄長野線
滝谷不動駅
徒歩約7分）

小学生とその保護者ペ
ア20組（中高学年向

け）
こども用のマスクをご

持参ください。
（大人は使い捨てマス
クを支給します。）

大阪大谷大学
総務課志学台広報係へ
(0721-24-0452)
往復はがき・メール

〒584-8540
富田林市錦織北3-11-1

電子メール:
shigakudai@osaka-

ohtani.ac.jp
7月18日(金)締切り

大阪大谷大学
薬学部
薬学科

TEL:0721-24-9580
(月～金9:30～16:00)

①≪切り紙をつくろう≫色紙を折って
切って、様々な形をつくりましょう！
講師：村田透／大阪大谷大学教育学部准
教授

 9月27日(土)
  14:00～16:30

②≪切り絵をつくろう≫色画用紙を切り
抜き、様々な形を残しましょう！
講師：竹本封由之進／大阪大谷大学教育
学部教授

 10月11日(土)
  14:00～16:30

③≪ステンドグラスをつくろう≫透明カ
ラーシートを使って、光を楽しみましょ
う！
講師：田中孝治／元大阪大谷大学教育学
部教授

 10月25日(土)
　14:00～16:30

新しいエネルギーの実験シリーズ①
水素燃料電池(すいそねんりょうでん
ち)、太陽電池(たいようでんち)、熱(ね
つ)(体温/たいおん)発電(はつでん)の実験
講師:津久井茂樹さん(大阪府立大学教員)

 ①8月8日(金)
    13:30～15:30

小学1年生～6年生
定員 20人

300円

新しいエネルギーの実験シリーズ②
超伝導(ちょうでんどう)の世界、磁石(じ
しゃく)の不思議(ふしぎ)実験
講師:野口悟さん(大阪府立大学教員)

 ②8月11日(月)
    13:30～15:30

小学1年生～6年生
定員 20人

300円

「防災の日」「防災週間」
啓発展示

防災啓発展示コーナーを設置
防災啓発冊子の配布

 9月1日(月)(防災の日)
 【啓発展示(予定)】
 9月1日(月)から
 9月5日(金)まで
  9:00～17:30

市役所１階ロビー 市民

大阪狭山市総合防災訓練
総合防災訓練を実施。体験(消火器体験な
ど)・展示コーナーは一般の方が参加でき
ます。

 10月26日(日)
  9:00～12:00

さやか公園 どなたでも 不要

◎生涯学習出前講座
問い合わせ

市民協働・生涯学習
推進グル-プ
TEL:366-0011
FAX:366-0051

危機管理グループ
〒589-8501

狭山一丁目2384-1
TEL:366-0011
FAX:367-1254

電子メ-ル:
kikikanri@city.osaka

sayama.osaka.jp

市立社会教育センタ-
〒589-0013

茱萸木2-306-4
TEL・FAX:368-0121

市立社会教育センター

大阪大谷大学
教育学部
教育学科

TEL:0721-24-1046
（月～金 9:30～16:00）

この生涯学習出前講座は、市の事業や施策に関して、市職員が地域に出
向いて説明、お話するものです。市民の皆さんが知りたい・学びたい
テーマのメニューの中から選んで申し込みます。団体やグループなどの
学習にご利用ください。10人以上の市民の団体やグループであればご利
用可能です。

内　容

●メニューは81講座を用意しています。　●費用は無料です。　●申し込みは所定の申込書が必要です。
●メニューに希望する講座がないときは、市民協働・生涯学習推進グループにご相談ください。担当グループと協議して、実施
可能な場合は出前講座として実施します。　●メニューの内容と申込書は、次の方法により入手(閲覧)できます。
パンフレット(次の施設の窓口にあります。)　市役所市民協働・生涯学習推進グループ、市立コミュニティセンター、市民活動
支援センター、市立公民館、大阪狭山市のホームページからダウンロードすることができます。

申し込み

夏の科学実験２０１４

市立社会教育センターへ
講座名・郵便番号・住所・
参加者の名前(ふりがな)・
電話番号・ファクシミリ番
号・学校名・学年(年齢)・
性別・保護者の名前を書い
て直接窓口・FAX・郵送。

定員を超えると抽選。
7/11(金)締切り

大阪大谷大学公開講座
親子で楽しむ造形教室

《3回連続講座》

大阪大谷大学
総務課志学台広報係へ
(0721-24-0452)
往復はがき・メール

〒584-8540
富田林市錦織北3-11-1

電子メール:
shigakudai@osaka-

ohtani.ac.jp
9月13日(土)締切り

大阪大谷大学
21-404教室
（近鉄長野線
滝谷不動駅
徒歩約7分）

小学生とその保護者ペ
ア20組40名

(3回全て参加可能な
方）

定員を超えれば抽選

無料

無料

【お知らせ】＆【お願い】
この情報誌は、市民の皆様の「知りたい」・「学びたい」・「学んだことを役に立てたい」と思う気持ちを

サポートするための生涯学習情報を編集しています。
平成26年度（2014年度）は、４回（４月・７月・１０月・１月）発行します。
この情報誌を多くの市民の皆様に活用していただくために、市内の団体（グループ・サークル・

クラブなど）、企業、学校、個人の皆様からの生涯学習情報の提供をお待ちしています。
また、「こんな情報がほしい」といったご要望もお待ちしています。

＜編集・発行＞
大阪狭山市 政策調整室 市民協働・生涯学習推進グループ
〒589-8501 大阪狭山市狭山一丁目2384番地の1
TEL：072-366-0011(代) FAX：072-366-0051
電子メール gakushuu@city.osakasayama.osaka.jp
大阪狭山市ホームページ http://www.city.osakasayama.osaka.jp/
この「ライフタイム」は市のホームページにも掲載しています。
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