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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

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(1日1回実施)
16歳以上の人

(市外可)
毎回5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

  10月～12月
市民

＜先着20人＞
510円

申込・電話可
(総合体育館)

ライフ・チャレンジ・ザ・ウォーク ウォークラリー大会
  11月30日(日)
天候により、プログラムの変
更があります

総合体育館を
スタート・ゴール

市内居住・通勤・
通学の人を含む家族

またはグループ

一人あたり
100円

総合体育館で受付

スポーツ推進委員会
事務局

(社会教育・スポーツ
振興グループ)
TEL:366-0011

1/10・1/20
市民マラソン大会

フルマラソンの10分の1・20分
の1の距離でのマラソン

  1月18日(日)
天候により中止の場合があり
ます

狭山池周遊路

市内に居住・通勤・
通学する人

・ファミリーの部
・小学5年生の部～

　壮年の部

300円 総合体育館へ直接
社会教育・スポーツ

振興グループ
TEL:366-0011

I love my town
～英語で話そう～

日本昔話や日本文化、大阪狭山市
の好きなところをテーマにネイ
ティブの先生をまじえて簡単な英
語でコミュニケーションしてみよ
う！

  11月7日(金)
  11月14日(金)
いずれも10:00～12:00

社会教育センター
市内居住・通勤・通学

する18歳以上の人
20人

500円
(全２回分)

若干名追加募集中
電話にてお問い合わせく

ださい。

市立公民館
TEL:366-0070

◎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

三津屋川川原の除草作業 10月中旬～11月7日(金)の間 三津屋橋～島之浦橋
富田林土木事務所およ
び有償ボランティア

三津屋川川原の除草材およびゴミ
の搬出

  11月8日(土)
    10:00～11:30
雨天の場合は10日(月)

三津屋橋～島之浦橋
集合場所

「ポプリ喫茶店」横

自治会および諸団体
150名程度

一般若者参加もどうぞ

三津屋川川原の除草作業 11月8日(土)以降～月末の間
岩室橋～三津屋橋お
よび島之浦橋～池之

内橋

富田林土木事務所およ
び有償ボランティア

三津屋川川原樹木の根株薬注作業   平成27年1月中 岩室橋～池之内橋 ボランティア

三津屋川を美しくする会 無料

電話・ＦＡＸ
安部366-6773
高田365-5566
11月2日(日)まで

同左

総合体育館
TEL:365-5250

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

うちエコ診断

ご家庭の光熱費などの情報をもと
に、ご家庭に合った、無理なくで
きて、おトクにもなる省エネ・省
CO2対策について、診断員が専
用ソフトを用いてご提案します。
(所要時間は、45分程度です。)

　11月19日(水)
次の①～④のいずれかの時間
　①13:30～14:15
　②14:15～15:00
　③15:00～15:45
　④15:45～16:30

市役所
３階第一会議室

どなたでも
(時間区分

①～④各1名)
無料

電話
(11月12日まで)

先着順

企画グループ
TEL:366-0011

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

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

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

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
各150名

定員を超えれば抽選
無料

大阪大谷大学
総務課志学台広報係

(0721-24-0452)へ
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
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

大阪大谷大学
総務課志学台広報係

(0721-24-0452)へ
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
人間社会学部

スポーツ健康学科
TEL:0721-24-9242

　(月～金 9:30～16:00)

無料
どなたでも

各30名
定員を超えれば抽選
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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

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、離乳食(後期)や歯の話などで
す。

　①11月11日(火)
　②11月18日(火)
　③11月25日(火)
　　各回13:45～15:30

子育て支援センター
“ぽっぽえん”

平成26年3月5日～
平成26年5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

　①10月31日(金)
　　13:00～15:30
　②11月29日(土)
　　9:30～11:30
　③1月30日(金)
　　13:00～15:30

初めての赤ちゃんを迎
える妊婦とその夫

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。

　①10月8日(水)
　②11月12日(水)
　③12月10日(水)
　④1月14日(水)
　　各回9:30～11:00

離乳期の乳児を持つ
保護者

保健・栄養健康相談
保健師、看護師、栄養士など専門
職による健康相談です。

　原則毎週火曜日(1枠30分)
　　10:00～15:30
(祝日や一部休みがあります)

市民(予約制)

電話健康相談
電話による健康相談、育児相談、
禁煙相談

　月・水・金曜日の午前中
(祝日や一部休みがあります)

市民

健康推進グループ
(保健センター内)

TEL:367-1300

健康推進グループへ
直接・電話

無料

保健センター
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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

大人の歯のお手入れ教室
（旧デンタル教室）

①歯科健診、歯科医師の話、ブ
ラッシング実習
②歯科衛生士の話、個別相談、ブ
ラッシング実習

  Dコース
　①1月29日(木)
　②2月9日(月)
※いずれも13:00～15:00

保健センター
市民

各コース15名
＜予約先着順＞

骨粗しょう症教室
①医師の話
②健康運動指導士の話・実習
③栄養士の話、実演・試食

  ①11月13日(木)
  ②11月28日(金)
  ③12月1日(月)
※いずれも13:30～15:30

①③保健センター
②市立公民館
（大集会室）

定員40名

体操教室
「貯筋体操で筋力アップ」

健康運動指導士による
運動指導・実習

  ①12月2日(火)
  ②12月9日(火)
  ③12月16日(火)
※いずれも9:30～11:30

市立公民館
市民
20名

＜予約先着順＞

健康まつり
（はばたきフェスタと合同開催）

健康チェック、お口の健康チェッ
ク、ストップ！危険ドラッグ、気
をつけよう！ちょっといやな虫、
たのしい 食育ひろば！、郷土料
理の販売(100円)、大腸・乳がん
検診、献血など

　10月19日(日)
　　10:00～15:30

保健センター どなたでも
無料

(がん検診は一部
負担金必要)

不要
(大腸がん検診、乳がん

検診は要予約）

健康推進グループ
(保健センター内)

TEL:367-1300

健康推進グループへ
直接・電話

無料
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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

大阪大谷大学
保育の学び直し講座①

言葉を育む楽しい環境とは？
講師:墨村充子
(大阪大谷大学教授)

　11月1日(土)
  　14:00～16:00

大阪大谷大学
保育の学び直し講座②

子どもを守る防災エデュケーター
講師:地下まゆみ
(大阪大谷大学准教授)

　11月15日(土)
 　 14:00～16:00

大阪大谷大学
保育の学び直し講座③

気になる子どもの保護者支援
と連携～共感と協同～
講師:本吉大介
(大阪大谷大学専任講師)

　1月10日(土)
  　14:00～16:00

養蚕保育の実践―世界の保育
からその意義を読み解く―

子どもが蚕に桑をあげ、作られた
繭でアートを楽しむ保育実践は世
界の人々に日本を知っていただく
うえでとても役に立っています。
世界とつながる日本の保育を共に
考えましょう。
講師:藤井 修
(社会福祉法人京都保育センター
たかつかさ保育園 園長/世界幼児
教育・保育機構（OMEP）日本委
員会 会長)

　12月6日(土)
 　 14:00～16:00

野外保育園から見る
スウェーデンの保育

スウェーデンの保育はOECDでも
高い評価を受け、注目を集めてい
ます。野外保育園はアウトドア体
験を提供するNGOである野外生
活推進協会が開発した幼児向けの
環境教育(日本では、ムッレ教室
が有名)を実践する保育園として
開設されたものです。野外保育園
からみるスウェーデンの保育につ
いてお話しいただきます。
講師:小山通子
(社会福祉法人同朋福祉会 保育
スーパーバイザー/元旗塚保育所
園長)

　1月24日(土)
　　14:00～16:00

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
FAX・メール

定員になり次第締切

大阪大谷大学幼児教
育実践研究センター
TEL:0721-24-9703
FAX:0721-24-9704

電子メール:
youkyou-

center@osaka-
ohtani.ac.jp

保育に関心のある方
ならどなたでも

＜先着100名程度＞
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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

パパ流絵本の読み聞かせや、パパ
ならではの“ちょっとワイルド”
な室内遊びで、子どもといっしょ
に楽しもう。

  11月2日(日)
    10:00～12:00

子育て支援センター
“ぽっぽえん”

市立公民館へ
直接・ＦＡＸ・郵送・

ホームページ
10月26日(日)必着

段ボールを使って基地をつくり、
子どもと遊ぼう。

  11月29日(土)
    10:00～12:00

市民ふれあいの里
雨天の場合は
市立公民館

市立公民館へ
直接・ＦＡＸ・郵送・

ホームページ
11月22日(土)必着

パンケーキを焼いて子どもとトッ
ピングを楽しもう。ママをよんで
いただきます。

  12月14日(日)
    10:00～12:00

市立公民館
調理実習室

市立公民館へ
直接・ＦＡＸ・郵送・

ホームページ
12月7日(日)必着

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)

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)

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
ことができます。また、おもちゃ
などの貸し出しもします。

  随時 市内の子育てサークル
ぽっぽえんへ登録のうえ

申込用紙を
郵送・ＦＡＸ・直接

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
　  10:00～12:30

子育て支援センター
“ぽっぽえん”

就学前の子ども
がいる家庭

(子どもだけの参加は
できません)

あおぞらひろば
あそびのひろば

近くの公園や集会所で、地域の子
育て家庭の皆さんや子育てサポー
ターと一緒に遊びましょう。体操
や絵本の時間もあります。

就学前の子どもと
保護者

笑顔で子育て!
イクメンパパを楽しもう！
～子どもと絆を深めよう～

市立公民館
〒589－0021
今熊1－106

TEL:366-0070
FAX:366-0081

http://www.osakasaya
ma-kouminkan.jp

子育て支援センター
“ぽっぽえん”
TEL:360-0022
FAX:360-0033

無料

1組200円

就学前の子どもと
父親、おじいちゃん、

もしくは子育てに
関心がある男性

各８組
＜先着順＞

ぽっぽえんへ登録のうえ
利用

不要

就学前の子どもと
保護者

子育て支援センター
“ぽっぽえん”

※詳しくは、広報おおさかさやま、ぽっぽえんで
配布しているチラシ、ポスターをご覧ください。
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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

お楽しみ講座
「クリスマスの小物づくり」

  11月28日(金)
    10:00～11:30

100円
(材料費)

お楽しみ講座
「ベビーヨガ」

  12月4日(木)
　　10:30～11:30

無料

おやこdeぽかぽかクリスマス

親子で、友だちと、また地域の民
生委員や子育てサポーターと一緒
にあそびましょう。手作りひろば
やおもちゃのひろばなど、コー
ナーあそびがたくさんあります。
サンタクロースも登場するよ！

  12月10日(水)
　12月11日(木)
    10:00～16:00

SAYAKAホール
コンベンションホール

就学前の子ども
と保護者

　1月14日(水)
　1月19日(月)
　1月23日(金)
のうちいずれか1回

　2月2日(月)
　2月5日(木)
　2月10日(火)
のうちいずれか1回

いつでも気楽に立ち寄れる、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(日祝休)
土曜は月に1回休み有り
行事等はカレンダーでご確認
ください。

乳幼児・未就園児と
その保護者

(運営協力金)
一家庭

100円/日
年1回の保険料

200円

不要

一時預かり
月～土10:00～17:00
(祝日を除く)

生後3ヶ月以上
定員10名

700円/1時間

ファンズガーデン
「子育て応援講座」

「乳幼児期の発達～子どもたちが
　育つチャンスを～」
講師:長瀬美子氏
　　(大阪大谷大学教授)

  11月21日(金)
    10:30～12:00

どなたでも
定員20組

無料
保育一人につき

300円

親子のつどいの広場
「ファンズガーデン」

NPO法人
ワークレッシュ

「ファンズガーデン」
TEL:366-6960

ふぁみさぽ交流会

ぶどうクラブ

同年齢の親子で一緒にあそびま
しょう。自由に遊べるコーナー、
手作りおもちゃの製作、保護者交
流の時間などがあります。

子育て支援センター
“ぽっぽえん”

0歳児
(平成25年4月2日～
平成26年4月1日)

のいる親子

ふぁみさぽ研修会 「子どもの病気と栄養について」
  1月27日(火)
   10:30～11:30

子育て支援センター
“ぽっぽえん”内

ファミリー・サポート・
センター

TEL:360-0022
FAX:360-0033

子育て支援センター
“ぽっぽえん”
TEL:360-0022
FAX:360-0033

不要無料

要
詳細はファンズガーデン

366－6960まで

「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）

子育て支援センター
“ぽっぽえん”

ファミリー・
サポート・

センター会員
とその子どもまたは活
動に関心のある親子

11月4日～11日にぽっ
ぽえんまで、電話または

直接

不要無料
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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

大阪大谷大学公開講座
船と交易

①弥生時代における
　交易と近畿地域
②邪馬台国から帯方郡へ
③古墳時代の船
④古代宮都と舶来品
⑤全体質疑・討論

　11月22日(土)
　　13:00～17:30

大阪大谷大学
博物館11‐201教室

近鉄長野線
「滝谷不動駅」

徒歩約7分

どなたでも
各1６0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)へ
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

11月6日(木)締切り

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)

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
休館日:日曜日・11月1日(土)
および
10月13日(月・祝)～15日(水)

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
講師:小林健二
(国文学研究資料館研究部教授)

　10月18日(土)
　　14:00～

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》

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

大阪大谷大学
博物館

11-201教室
または

11-301教室

近鉄長野線
「滝谷不動駅」

徒歩約7分

どなたでも
150名

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)

婦人会手芸教室 シルクブローチ作り
  10月28日(火)
    13:30～16:00

市立公民館
多目的室

18歳以上の人

参加費
1人300円
当日集金

持ち物(洗濯バサ
ミ5個、ハサミ)

10月10日(金)までに住
所、氏名、電話番号、年
齢を電話またはFAXで

大阪狭山市婦人会
村上

TEL・FAX:366-0603

無料

不要

どなたでも大阪大谷大学博物館

大阪大谷大学
博物館

TEL:0721-24-1039
FAX:0721-24-9787
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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

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。

　①10月15日(水)
　②10月21日(火)
　③11月19日(水)
　④11月25日(火)
　⑤12月10日(水)
　⑥12月16日(火)
　⑦1月21日(水)
　⑧1月27日(火)
　各回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＞

無料
(材料費500円)

きらっとぴあへ
FAX・電話・メール

月ごとに申込み

感じる「ココロ」と
動ける「カラダ」

ヨガ　～五感をみがく～
ヨガをして、シンプルに「カラ
ダ」の声をきいてみませんか？

　11月21日(金)
  　10:30～12:30

市役所南館講堂
市内の女性

15人
＜先着順＞

子ども、若ものへの
サポートを学ぶ講座パートⅡ

　若ものの自立を考える
～さまざまな社会参加に向けて

～
3回連続講座

1回目
「ニート・ひきこもりから自立へ
　の道を共に歩むということ」
2回目
「人との関わりの持ち方」
3回目
「継続した場づくりのために」

①11月1日(土)
②11月22日(土)
③12月13日(土）

各回13:00～15:00

テーマに関心のある方
15人

＜先着順＞

撮って楽しむYou　Tube　ライフ
～きらっとTV　PART4
　映像制作セミナー～

全6回連続講座

世界中から日々たくさんの映像が
アップされるYouTube。みんな
も身近な情報や3分間ミニストー
リーの映像作品をつくってアップ
しよう！

①10月25日(土)
②11月8日(土)
③11月15日(土)
④11月29日(土)
⑤12月6日(土)
⑥12月20日(土)

各回14:00～17:00

市民
15人

＜先着順＞

初心者パソコン講座
タブレットの使い方

～タブレットってどんなもの？～

タブレットとは？どんなものでど
んな事が出来るのか、実際に触っ
てタブレットの楽しさ・手軽さを
実感してみましょう。

  ①1月17日(土)
  ②1月24日(土)
  ③1月31日(土)

いずれも13:30～16:00

市立公民館
18歳以上のパソコン

初心者
10名

3,000円
(全3回分)

新春講座『源氏物語』
《全6回の連続講座》

※この講座は帝塚山学院大学の社
会人講座『源氏物語』の連続講座
です。物語の途中から始まります
が、初めての方も受講できます。
講師:岩井宏子(龍谷大学仏教文化
研究所 平安文学専攻 文学博士・
前帝塚山学院大学非常勤講師）

1月14日(水)・1月26日(月)
2月3日(火)・2月10日(火)
3月19日(木)・3月26日(木）
いずれも13:30～15:00(予定)

市立公民館
多目的室

１８歳以上の人
６０人

1,200円
(全6回分)

きらっとぴあ
(男女共同参画
推進センター)

市立公民館
〒589-0021
今熊1-106

TEL:366-0070
FAX:366-0081

http://www.osakasaya
ma-kouminkan.jp

きらっとぴあ(男女共同
参画推進センター)
TEL･FAX:247-7047

電子メール:os-
gender@water.ocn.ne.jp

きらっとぴあへ
FAX・電話・メール無料

市立公民館へ
直接・FAX ・郵送

ホームページ
12月１日(月)募集開始

12月15日(月)必着
定員を超えると抽選
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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

楽しい会議をデザインしよう！
参加者のアイデアを刺激し、意見
が出て、創造的な「会議」にする
には…
場、デバイス、時間、構成など、
いろいろな切り口から「楽しい会
議」をデザインします。

  10月3日(金)
    19:00～21:00

市立公民館へ
直接・FAX・郵送・

ホームページ・電話も可
10月2日(木)必着

魅力をデザインしよう！
商売や、事業、イベント企画など
を営む方々にとって「売れる」こ
とは必須条件。どうすれば商品を
魅力的に思ってもらえるか、「価
値」の発掘と表現を学びます。

  11月7日(金)
    19:00～21:00

市立公民館へ
直接・FAX・郵送・

ホームページ
10月21日(火)必着

「つかむ」チラシをデザインしよ
う！
チラシは何よりも「手に取って」
もらわなければ始まりません。
ユーザーの心をつかみ、共感して
もらえるチラシ作りにチャレンジ
していただきます。

  12月5日(金)
    19:00～21:00

市立公民館へ
直接・FAX・郵送・

ホームページ
11月18日(火)必着

アイデア発想を楽しもう！
今、あらゆる人々に求められる
「柔軟な発想力」。アイデアの発
掘から、まとめるまで、デザイ
ナーのノウハウをお伝えします。

  1月9日(金)
   19:00～21:00

市立公民館へ
直接・FAX・郵送・

ホームページ
12月16日(火)必着

強みを発見する「視点」をみが
く！
アンテナを張り巡らしたり、固定
観念をはらうことによって、発見
がいっぱい！企画の原点となる
「自分の地域、会社、個人」の魅
力を再発見し、資源として活かし
ましょう。

  2月6日(金)
   19:00～21:00

市立公民館へ
直接・FAX・郵送・

ホームページ
1月20日(火)必着

課題解決のアイデアワーク！
地域や会社、個人の「課題」を発
見し、解決のためのアイデア発想
の講座。イベントの企画や、新規
事業の開拓に、これから必須のス
キルになるかもしれません。

  3月6日(金)
   19:00～21:00

市立公民館へ
直接・FAX・郵送・

ホームページ
2月17日(火)必着

おとなの寺子屋in公民館

『もっとこうなったらいいのに
…』

『やってみたい！』を見える化す
る力を身につけよう

市立公民館
〒589-0021

今熊１－１０６
TEL:366-0070
FAX366-0081

http://www.osakasaya
ma-kouminkan.jp

1人500円
18歳以上の人

各16人
＜先着順＞

公民館
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◎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

人権週間事業
フェスタにんげんばんざい

12月4日～10日の人権週間にち
なんで、人権について考える催し
です。市内の支援学級の生徒の作
品展示や市民持込み企画による
コーナーがあります。

　12月6日(土)
　12月7日(日)
　  10:00～16:00

市立公民館
図書館

どなたでも

人権週間事業
人権を考える市民のつどい

人権に関する講演会などを開催し
ます。

　12月7日(日)
　  14:00～16:00

市立公民館
どなたでも

150人

人権連続学習講座
～ヒューマンライツアクト～

全3回連続講座
（各回ごとの申し込みも可）

生活の場で起こるいろいろな問題
についての、専門の講師を迎えた
学習会
①テーマ:「人権」ということば
講師:浮穴正博氏
(おとなの学び研究会・天理大学
非常勤講師)
②テーマ:「セクシュアルマイノリ
ティの人権（未定）」
講師:瑚心すくい氏
(ココロ未来学院代表理事)

　①1月14日(水)
　②1月27日(火)

　各回14:00～

①市役所第一会議室
②市立公民館

市内居住・通勤・
通学する人

各30人
＜先着順＞

人権広報グループ、き
らっとぴあ(男女共同参

画推進センター)、
ニュータウン連絡所にあ
る申込書を、人権広報グ

ループへFAX・直接

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。

④10月20日(月)
⑤11月10日(月)
⑥12月8日(月)
⑦1月19日(月)

各回13:30～15:30

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。

③10月24日(金)
④11月28日(金)
⑤12月19日(金)

各回14:00～16:00

市民
70人

＜先着順＞

こころのセルフケア講座
～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。

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＞

人権広報グループ
TEL:366-0011
FAX:366-0051

きらっとぴあ
(男女共同参画
推進センター)

TEL･FAX:247-7047
電子メール:os-

gender@water.ocn.ne.jp

不要

無料

無料
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
推進センター)
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◎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

共に生きる地域の
"絆”プロジェクト

～心が弾むリズム遊び♪～

打楽器を使ってリズム遊びで自己
表現。みんなの知っている歌を聴
いたり歌ったりもします。最後
は、音楽に合わせて打楽器アンサ
ンブルに挑戦します。
みんなでリズムを合わせて心を弾
ませましょう♪

  12月7日(日)
    10:00～11:30

公民館

※フェスタにんげんば
んざいの持込み企画

として実施

5歳～小学生
とその保護者

1人20円
(保険代)

共に生きる地域の"絆”
プロジェクト委員会
(市立公民館内)へ
直接・FAX・郵送

11月１日(土)募集開始
11月27日(木)必着

共に生きる地域の"絆”
プロジェクト委員会
(市立公民館内)

TEL:366-0070

《第１回》
自閉症の子育てから学ぼ♪
～子どもも自分自身も大切にでき
るいい塩梅な関わり方～

  10月12日(日)
    10:00～12:00

子育て中の人
または

子育てに関心のある人
または

テーマに関心のある人

市立公民館へ
直接・FAX・郵送・

ホームページ・電話も可
10月10日(金)必着

《第2回》
誰にでもやさしい防災の知恵
～障がい児(者)の防災の知恵から
誰にでもやさしい防災の知恵、備
えを学びましょう～

  11月9日(日)
    10:00～12:00

障がい児(者)に
関わりのある人

または
防災の知恵備えに

関心のある人

市立公民館へ
直接・FAX・郵送・

ホームページ
10月29日(水)必着

《第3回》
バリアフリーヨガを一緒に楽しも
う☆
～バリアフリーヨガ体験＆こころ
のバリアフリーのお話♪～

  12月2日(火)
    10:00～12:00

市立公民館へ
直接・FAX・郵送・

ホームページ
11月21日(金)必着

《第4回》
ありのままを大切にアンプティ
サッカーで世界へGO!
～ボールも心も、前へ前へ☆～

  1月18日(日)
   10:00～12:00

市立公民館へ
直接・FAX・郵送・

ホームページ
1月14日(水)必着

◎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

音タネ一座と皆さんと 親子で楽しむ歌あそび
　12月6日(土)
　　14:00～15:30

ＳＡＹＡＫＡホール
小ホール

幼児・児童・父兄
定員352名
＜先着順＞

FAX・メール・HPから
11月１日(土)から
１２月３日(水)まで

狭山中学校区
まちづくり円卓会議

さやりんピックの開催
子どもから大人まで世代を超えて
地域のつながりを

　11月2日(日)
　　9:30～15:30

さやか公園
狭山中校区にお住まい
の団体、事務所の方

HPに募集内容掲示
http://www.sayamac

huentaku.net/
狭山中学校区

まちづくり円卓会議

ハートフルセミナー

ありのままを大切に生きる

市立公民館
〒589-0021
今熊１-１０６

TEL:366-0070
FAX:366-0081

http://www.osakasaya
ma-kouminkan.jp

1人200円公民館

テーマに関心のある人

E-mail:sayamaround
@sayamachuentaku.net

無料
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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

青少年広場
「Leｔ’ｓ!! 巨大書道アート」

大きな和紙に大きな筆を使って書
く巨大書道アートに挑戦。
講師:徳山尭浩さん、安田舞さん
(書道パフォーマンス集団
「書家s～shockers～」)

  ①11月8日(土)
  ②11月15日(土)

　いずれも13:30～16:30

市立公民館 中学生・高校生
500円

(全2回分)

市立公民館へ
直接窓口・FAX・郵送

・ホームページ
10月1日(水)募集開始
10月27日(月)必着
定員を超えると抽選

綿ワークショップ
ふわふわモフモフ♪

“わた”から何ができるかな？

昔狭山で盛んに作られた綿のひみ
つを大学生のお兄さんお姉さんと
探ろう！工場見学もあるよ！

  ①11月30日(日)
    14:00～16:00
  ②12月6日(土)
    13:00～17:00

①狭山池博物館
②平山繊維（株）

小学生
15人

500円
(全2回分)
交通費込

市立公民館へ
直接窓口・ＦＡＸ・郵送

・ホームページ
11月1日(土)募集開始
11月17日(月)必着
定員を超えると抽選

◎指導者養成研修会
名　　称 内　容 とき ところ 対象・定員 費　用 申し込み 問い合わせ

防災講演会 防災講演会
　1月18日(日)
　 10:00～12:00

コミュニティセンター
4階　大会議室(予定)

市内在住・在勤の
中学生以上の方

100人
無料 不要

危機管理グループ
TEL:366-0011
FAX:367-1254
電子メール:

kikikanri@city.osakasay
ama.osaka.jp

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・救急を統合した
講習を約２時間実施します。

　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
無料

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
進グループ
〒589-8501

狭山一丁目2384-1
TEL:366-0011
FAX:367-1254
電子メール:

gakushuu@city.osaka
sayama.osaka.jp

危機管理グループ
TEL:366-0011
FAX:367-1254
電子メール:

kikikanri@city.osaka
sayama.osaka.jp

普通救命講習
安全安心スクール　地域型

「応用編」

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。

　随時(年間を通して)

消防署または消防署
ニュータウン出張所
（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

無料
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
救急グループ
〒589-8501

狭山一丁目2384-1
TEL:366-8090
電子メール:

shoubou-keibi@city.
osakasayama.osaka.jp

認知症サポーター養成講座

「認知症ってどんな病気？」「ど
うやって関わったらいいの？」
「私たちにできることは？」と
いった内容をわかりやすくお話し
します。

ご都合の良い日
(土・日・祝でも可)
1時間～1時間半程度

市内

市内在住・在勤
・通学している方で、

５名以上の
グループ・団体

無料 お問い合わせください
地域包括支援センター

TEL:368-9922

市立公民館
〒589-0021
今熊1-106

TEL:366-0070
FAX:366-0081

http://www.osakasaya
ma-kouminkan.jp/
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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

協働のまちづくり
みんながぶらりと立ち寄れる
場所づくり
ワンコイン喫茶

毎月第1・2・4・5木曜日
池尻コミュニティ

ホール
市民 100円

池尻地域振興会
TEL:365-0834

こども池尻だんじり祭
地域文化の継承と地域住民の親
睦・ふれあい

  10月12日(日)
　　9:00～20:00

池尻地域全般 どなたでも
池尻地車会

TEL:367-0599

エコドライブシミュレーター体験
コーナー

自動車を運転される方

エコバック作成コーナー

地球温暖化に関するアンケート

パネル展示

大阪狭山市総合防災訓練

総合防災訓練を実施。
体験(水消火器体験など)・展示
コーナーは一般の方も参加できま
す。

　10月26日(日)
　　9:00～12:00

さやか公園 どなたでも

「防災とボランティアの日」
「防災とボランティア週間」

啓発展示

防災啓発展示コーナーを設置
防災啓発冊子や、チラシの配布

　1月15日(木)～1月21日(水)
　　9:00～17:30
1月17日(土)は防災とボラン
ティアの日

市役所１階ロビー 市民

おおさかさやま
こどもフェスティバル

市内の学校園の子どもたちが、歌
やおどりなどを発表します。
読書eプラン表彰式同時開催。

　11月22日(土)
　　10:00開演

SAYAKAホール
大ホール

どなたでも
教育総務グループ

TEL:366-0011

エコフェスタおおさかさやま
(産業まつりと同時開催)

　11月15日(土)
　　9:30～15:00

総合体育館

どなたでも

企画グループ
TEL:366-0011

危機管理グループ
TEL:366-0011
FAX:367-1254

電子メール
kikikanri@city.osakasay

ama.osaka.jp

不要

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

　10月20日(月)
　　14:00～16:00

　11月10日(月)
　　14:00～16:00

　12月8日(月)
　　14:00～16:00

　1月19日(月)
　　14:00～16:00

さやか名画座
｢はじまりは５つ星ホテルから｣

高級ホテルのサービスをチェック
する覆面調査員が題材のドラマ。
覆面調査員として世界を回りなが
ら5つ星ホテルを滞在する女性
が、さまざまな出来事を通して自
分の人生を見つめ直していく。メ
ガホンを取るのは、『ダブルボ
ディ 愛と官能のルール』のマリ
ア・ソーレ・トニャッツィ。ヒロ
インにふんする『ローマ法王の休
日』などのマルゲリータ・ブイ
ら、イタリア映画界をけん引する
実力派俳優が結集する。パリのホ
テル・ドゥ・クリヨンやモロッコ
のパライス・ナマスカールなど、
次々と登場する5つ星ホテルの絢
爛(けんらん)ぶりにも目を奪われ
る。

　11月14日(金)
　　①10:30～11:52
　　②13:30～14:52

さやか名画座
｢ワン　チャンス｣

イギリスの人気オーディション番
組での優勝をきっかけに、一夜に
して携帯電話の販売員から世界的
オペラ歌手となったポール・ポッ
ツの半生を映画化。恥ずかしがり
やでパッとしない容姿、不運続き
の彼がオペラ歌手になるという長
年の夢をかなえるまでを描く。監
督は、『プラダを着た悪魔』など
のデヴィッド・フランケル、主演
は『人生は、時々晴れ』などの
ジェームズ・コーデン。ポール本
人の吹き替えによる「誰も寝ては
ならぬ」などの名曲の数々が、奇
跡のようなサクセスストーリーを
彩る。

　1月9日(金)
　　①10:30～12:04
　　②13:30～15:04

SAYAKAレコードサロン

あなたの思い出いっぱいのレコー
ドを持ちよって温かいお茶と共に
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

どなたでも
各100人

＜先着順＞
当日直接

SAYAKAホール
〒589-0005

狭山一丁目875-1
TEL:365-8700

SAYAKAホール
小ホール

どなたでも
各368人

＜先着順＞

一般1,000円
割引900円

SAYAKAホール
チケットカウンター
TEL:365-9590

500円

15 ページ



16 ページ

◎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

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

SAYAKA JAZZ LOUNGE vol.5
My Romance

第4回「星に願いを」

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:「スターダスト」「ホワイ
トクリスマス」「エストレリー
タ」　他

　12月18日(木)
　　18:30～20:30

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

さやかミニ落語会
宗助のとびきり落語会

出演／桂宗助、桂まん我、
　　　桂そうば

　10月25日(土)
　　14:00～15:30

さやかミニ落語会
喬若のさわやか落語会

出演／笑福亭喬若、笑福亭呂竹、
　　　桂三語

　12月13日(土)
　　14:00～15:30

劇団四季ミュージカル
「ジーザス・クライスト＝スー

パースター」エルサレム/バー
ジョン

キリスト最後の7日間を描く、劇
団四季ミュージカルの原点。
深く、熱く、魂をゆさぶる、劇団
四季、衝撃の舞台!!

　11月1日(土)
　　18:00～19:45

S席8,000円
A席6,000円
B席3,000円

TOMOYASU HOTEI JAPAN
TOUR 2014　-Into the Light-

布袋寅泰待望の2014年のツアー
の開催が決定！
「SOUND」と「VISION」が織
りなす斬新かつスペクタクルなス
テージをお楽しみに！

　11月8日(土)
　　17:30～20:00

全席指定
7,800円

ドレスデン国立歌劇場
室内管弦楽団＆森麻季

極上のアンサンブルと聖なる歌
声。
世界の名門ドレスデン国立歌劇場
が誇るソリストたち。
ソリストに森麻季を迎え、魅力あ
ふれる癒しのステージをお届けし
ます。

　11月30日(日)
　　14:00～16:00

S席5,000円
A席4,000円

さやか寄席
吉弥　よね吉二人会

吉弥・よね吉の吉朝一門二人の落
語で新春初笑いを。

　1月12日(月・祝)
　 14:00～16:00

SAYAKAホール
小ホール

どなたでも
368人

＜先着順＞
一般2,500円

舞太鼓あすか組
和太鼓コンサート

和太鼓だけではなく日本舞踊、歌
舞伎、狂言等、あらゆる伝統芸能
の要素を兼ね備えた ジャパニー
ズエンターテイメント！ 優雅か
つ大迫力の世界をとくとご覧あ
れ！

　1月18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3,000円

SAYAKAホール
大会議室

どなたでも
100人

＜先着順＞

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2,200円
(1ドリンク付)

一般1,000円

SAYAKAホール
チケットカウンター
TEL:365-9590

SAYAKAホール
狭山一丁目875-1

TEL:365-8700
〒589-0005

SAYAKAホール
大ホール

どなたでも
1,208人

＜先着順＞
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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

　10月25日(土)
　　13:30～16:00

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

どなたでも、80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)へ
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
教育学部
教育学科

TEL:0721-24-1046
(月～金 9:30～16:00)

第4回「来て見て体験
　ｉｎ　村野浄水場」

浄水場の見学や水づくり体験、
様々な催しやブースの出展など。

  11月2日(日)
  　10:00～16:00
　（雨天決行）

大阪広域水道企業団
村野浄水場

（枚方市村野高見台）
どなたでも 不要

村野浄水場
TEL:072-840-5266
http://www.wsa-

osaka.jp/gaiyou/muran
o/event.html

「来て見て体験
　ｉｎ　村野浄水場」

ファミリーバスツアー

村野浄水場で開催される「来て見
て体験in村野浄水場」と浄水場見
学に家族で参加できるバスツアー

  11月2日(日)
　  8:45～16:00
　（雨天決行）

大阪広域水道企業団
村野浄水場

（枚方市村野高見台）

市内在住・在勤の家族
（定員10組40名）

※1組4名まで

無料
(但し、弁当・飲
み物等は各自で

用意)

電話
(現在受付中)

先着順

利き水会（ｳｫｰﾀｰﾃｲｽﾃｨﾝｸﾞ）
水道水とミネラルウォーターの飲
み比べ。参加者には粗品進呈

  11月15日(土)
  　9:30～15:00

総合体育館・野球場
（産業まつり会場）

無料

はばたきフェスタ

文化福祉ゾーンの合同イベント
発表・展示・模擬に分かれ、日ご
ろ活動している事の1年の集大成
を市民の皆さまに発表する場

　10月18日(土)
　10月19日(日)

いずれも10:00～16:00

福祉センター
公民館
図書館

市史編さん所
(19日のみ)

保健センター
(19日のみ)

無料
※模擬店等は要

実費

福祉センター
TEL:366-2022

公民館
TEL:366-0070

図書館
TEL:366-0071
市史編さん所
TEL:367-1070
保健センター
TEL:367-1300

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

＜先着順＞
当日

図書館リサイクルブックフェア
図書館の除籍本や寄贈図書の有効
利用

  11月15日(土)
    9:30～15:00

産業まつり会場
（総合体育館周辺）

どなたでも 当日直接会場へ

宮西達也さん講演会
「ニャーゴのやさしさティラノの
おもいやり」

  11月16日(日)
    14:00～15:30

市立公民館
大集会室

200人
＜先着順＞

当日

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

市立図書館
TEL:366-0071

無料

無料

大阪狭山市水道局
総務グループ
TEL:366-0011

不要どなたでも
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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

ハロウィン工作

  10月11日(土)
　  13:00～16:00
天候により中止または、プログラ
ムの変更があります

市民ふれあいの里
青少年野外活動広場

多目的広場

ネーチャーゲーム・クラフト

  ①10月25日(土)
  　13:00～16:00
　②12月27日(土)
　　13:00～16:00
天候により中止または、プログラ
ムの変更があります

どんぐり工作

  ①11月8日(土)
　  13:00～16:00
　②11月22日(土)
　　13:00～16:00
天候により中止または、プログラ
ムの変更があります

クリスマス飾り作り

  12月13日(土)
  　13:00～16:00
天候により中止または、プログラ
ムの変更があります

ミニ凧作り

  1月10日(土)
　 13:00～16:00
天候により中止または、プログラ
ムの変更があります

ペットボトル工作

  1月24日(土)
 　13:00～16:00
天候により中止または、プログラ
ムの変更があります

わくわく広場
無料

(別途入場料
200円が必要)

不要
社会教育・スポーツ

振興グループ
TEL:366-0011

50人
＜当日先着順＞

市民ふれあいの里
花と緑の広場
イベント広場
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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

プラネタリウム投影
市立公民館の職員がプラネタリウ
ム投影と天文のお話しをします。

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

不要

プラネタリウム特別投影
『ぴょん太の星空さんぽ
～セーターを買いに行こう！～
(仮)』

  1月11日(日)
   ①11:00～11:30
   ②13:00～13:30
   ③14:00～14:30
   ④15:00～15:30

整理券が必要
（午前10時より公民館

事務所で配布予定）

冬の天体観望会

プラネタリウムと大きな望遠鏡を
使った観望会
※雨天、曇天の場合は天文工作
講師:中島健次
(那須香大阪天文台長)

　1月31日(土)
　 17:30～19:30

市立公民館
プラネタリウム室

駐車場

4歳以上の人
(小学生以下は

保護者同伴が必要)
44人

1人300円
※温かい飲み物

付き

市立公民館へ
直接窓口・ＦＡＸ・郵送

・ホームページ
12月14日(日)募集開始

1月20日(火)必着
定員を超えると抽選

ふれあいライブvol.4
～こころカフェ～

“the Year-end Live”

～音でつながるココロとココロ～
をテーマにみんなでつくる年末ふ
れあいライブ。今回はライブ会場
横に喫茶コーナーを開設します。

  12月27日(土)
  　13:00～16:00(予定)

無料
(飲物代は

有料100円)

新春こどもまつり２０１５

テーマ:みんなでつくる
参加団体、グループ、当日来館さ
れたみんなでつくる、模擬店・遊
びのコーナー・ステージのある子
どものおまつりの一日です。

  1月11日(日)
   10:00～15:30

参加費は無料
模擬店、遊びの
コーナーなど

一部有料

大阪狭山市産業まつり

地元農産物の販売、植木市、地場
産品・工業製品の展示・販売、リ
サイクル品の販売、防犯・防火等
の啓発、ガレージセール、模擬
店、舞台イベント、抽選会など

　11月15日(土)
　　9:30～15:00

市立野球場・総合体
育館駐車場

無料
(飲食等は実費)

大阪狭山市
産業まつり実行委員会
大阪狭山市商工会内

TEL:365-3194

市立公民館
〒589-0021

今熊1丁目106
TEL:366-0070
FAX:366-0081

http://www.osakasaya
ma-kouminkan.jp/

市立公民館
プラネタリウム室

市立公民館

どなたでも 不要

無料
どなたでも

各44人
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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

第2回みなみかわち
歴史ウォーク

「楠木正成ゆかりの地から初冬
の古墳公園を巡る」

南河内9市町村の歴史を訪ねる
ウォーキング(全3回)です。
南海千早口駅～大地の里　友邦～
薬師寺～延命寺～観心寺～楠妣庵
観音寺～赤坂城跡眺望学習公園～
馬場地蔵～鴨習太神社～寛弘寺古
墳公園～JA大阪南本店～近鉄川
西駅(約14km)

　12月7日(日)
　　9:30～10:00
　　(受付スタート)

大地の里　友邦
（受付・スタート）

（河内長野市岩瀬／
南海高野線「千早口」

駅下車）

華やいで大阪・南河内
観光キャンペーン

協議会
河南町環境・まちづくり

推進課内
TEL:0721-93-2500

桜まつり～冬～
狭山池北堤にイルミネーションで
桜を演出します。

　12月中旬～12月25日(木)
　　日没～22:00

狭山池北堤
桜まつり実行委員会
大阪狭山市商工会内

TEL:365-3194

第1回愉快・爽快・空海ウォーク
「古墳を巡り、歴史文化のまち

堺を歩く」

高野山参詣や物資輸送の道として
賑わった西高野街道の歴史を感じ
るウォーキング(全2回)です。
泉北高速鉄道深井駅～水賀池公園
～土塔町公園～百舌鳥八幡宮～御
廟山古墳～いたすけ古墳～大仙公
園～仁徳天皇陵古墳～けやき通り
～方違神社～ザビエル公園～南海
堺駅(約12.5km)

　1月17日(土)
  　9:30～10:00
　　(受付スタート)

水賀池公園
（受付・スタート）

（堺市中区深井水池
町／泉北高速鉄道

「深井」駅下車）

西高野街道
観光キャンペーン

協議会
河内長野市

観光政策課内
TEL:0721-53-1111

◎生涯学習出前講座
問い合わせ

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

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、お話しするものです。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

不要無料どなたでも

 【お知らせ】＆【お願い】 
 この情報誌は、市民の皆様の「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。 

＜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/ 
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