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市内で活動する団体の催しや活動を紹介します。掲載を希望する場合は、
市民活動支援センター
（☎ 366 − 4664）にご相談ください。なお、誌面の都合により、掲載できない場合があります。
あらかじめご了承ください。

将棋してみませんか？

第13回水彩
「悠」
作品展

京都水族館へ行ってみよう

とき ５日㈬・12日㈬・19日㈬・26日㈬いず

とき 11日㈫〜 15日㈯午前９時30分〜午

とき 18日㈫午前８時〜午後５時30分
（午

れも午後６時30分〜８時30分 ところ 市

後５時 ※11日は午後０時から、15日は午

前７時45分金剛駅東側集合） ところ 京都

立公民館・和室 対象 ４歳〜小学６年生

後４時まで） ところ 市立公民館・展示フ

水族館
（京都市下京区観喜寺町）
、
平安神宮
（京

内容 将棋体験 参加費 無料 定員 い

ロア

都市左京区岡崎西天王町）
など 内容 社会

ずれも５人
（先着順） 申し込み・問い合わせ

問い合わせ 水彩
「悠」
（山本☎367−2136）

見学 持ちもの 飲みもの・動きやすい服装
定員 40人
（先着順） 参加費 5,500円
（保

若駒会
（池田☎365−5240）
わたくしたちは、
１．思いやりの芽を育て、明るく楽しいまちをつくりま
しょう。
１．自然を愛し、美しく住みよいまちをつくりましょう。
１．健康で働くよろこびをもち、心豊かなまちをつくり
ましょう。
１．教養を高め、知性に満ちた文化のまちをつくりましょう。
１．幸せを願い、夢と希望のあるまちをつくりましょう。

副池ため池環境づくり

〜草地の昆虫観察〜

とき 15日㈯午前10時〜午後０時、小雨決

空手道
（護身）
体験教室
とき １日㈯・８日㈯いずれも午後４時30分

吹矢競技を試してみませんか

〜健康と楽しい仲間づくり〜

〜６時 ※いずれか１日を選択 ところ 第

振り返ってみると、今年は夏らしいこと
を全然していませんでした。プールにも行
かず、アイスも食べていない。夏は残りわ
ずか、何か一つはやっておきたいですね

寝床を２階から１階へ変更。エアコンを控
え、節電と夏バテ対策に取り組み中です

最近は録画視聴が常のテレビ。オリンピッ
クはライブ中継で、とは思いましたが、８時
間の時差の前にあえなく撃沈。それでもメ
ダル獲得の瞬間は幾度か目撃できました

今月の表紙
公民館のペーパークラフト講座で、戦国
武将のかぶとをつくる親子を撮影しました。

次第に出来上がってくるかぶとを見つめる
子どもの目が印象的でした。
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会山中。電話またはファクシミリ
（☎・℻365
−1824）
も可。８日㈯必着

七小学校・体育館 対象 ５歳以上の人 内

とき 17日㈷午後１時30分〜３時45分 と

もの 着物または浴衣・帯・たびまたは靴下

ころ 市立公民館・集会室１ 内容 公認指

申し込み・問い合わせ 前日までに美もざの

無料 持ちもの 動きやすい服装・運動靴・

料 定員 10人
（先着順） 持ちもの 動き

導者による講話と指導・吹き矢体験 参加費

会
（花柳☎090−6234−2289）

捕虫網・虫かご

やすい服装 申し込み・問い合わせ 前日ま

無料

問い合わせ 狭山の副池自然づくりの会
（勝

（池田☎090−1910−
でに青少年文武育成会

い合わせ 健康吹矢サークル
（西谷☎366−

部☎365−5422）

0098)

6709）

健康歌声教室

定員 20人
（先着順） 申し込み・問

とき 10月10日㈬午前10時〜 11時30分

育児交流会

ところ 市立コミュニティセンター・音楽室

とき・内容 ①20日㈭午前10時〜午後０時

内容 「楽しいコーラス〜腹式呼吸と正しい

②25日㈫午前

発声で健康に！」
上田眞紀子さん 持ちもの

／スクラップブッキング

振袖や留袖を自分で着付けてみ
ませんか

10時30分〜午後０時／ベビーマッサージ

飲みもの・筆記用具・動きやすい服装 定員

とき ３日㈪午前10時〜11時30分 とこ

武術を習い、正しい姿勢、礼儀
作法、護身術を身につける

ところ 市立コミュニティセンター・和室

40人
（先着順） 参加費 250円
（保険料含

ろ 市立コミュニティセンター・音楽室 対

とき ①18日㈫・25日㈫午後６時〜７時30

とき 12日㈬･15日㈯･19日㈬いずれも午

対象 ①育児に関心のある人 ②１か月検診

象 就学前の子どもと保護者 ※子育て相談

分 ②21日㈮・28日㈮午後６時〜７時30分

後２時〜５時 ところ 社会教育センター・

後〜１歳程度の子どもと保護者

は随時実施しています 内容 つくって遊

③19日㈬・26日㈬午後７時30分〜９時 ④

会議室３ 対象 自分で着物を着ることが

①1,200円

ぼう
（キャラクタージャバラ）
・リズム体操・

21日㈮・28日㈮午後７時30分〜９時 とこ

できない人 内容 着くずれしない着付け

申し込み・問い合わせ 電話で Babycheeks

絵本・手遊び 参加費 100円 定員 30人

ろ ①南第二小学校・体育館 ②④市立コ

の仕方 参加費 １回1,000円 定員 10

（川 畑 ☎070−6687−2436）
。 電子メール
（babycheeks@leto.eonet.ne.jp）
も可

ミュニティセンター・フィットネスルーム

人
（先着順） 持ちもの 腰ひも３本・浴衣・

問い合わせ NALC 大阪狭山
（伊月☎367−

③社会教育センター・会議室 対象 ①②小・

帯 申し込み・問い合わせ 電話で東胡蝶流

4109）

中学生 ③④高校生以上の人 内容 呼吸・

着付教室
（桔梗☎090−2061−0324）

（先着順）

無料

親子で空手をはじめませんか

定員

いずれも 20人
（先着順） 持

参加費

②1,000円
（い ず れ も 材 料 費）

進路相談会

〜
『若者の個別進路』
の相談〜

む） 申し込み・問い合わせ 30日㈰までに、
住所・名前・電話番号を電話で婦人会橋本
（☎・℻366−3073、☎090−5248−4457）
。
ファクシミリも可

ガールスカウトキャンプ体験
とき・内容 22日㈷午前10時〜午後１時／野
午後１時〜４時／クラフトコー
外料理コース、
ス ところ 市民ふれあいの里 対象 年長

ちもの 動きやすい服装・タオル・飲みもの

第35回グループイーゼル洋画展

とき ２日㈰〜９日㈰午後２時〜４時 と

とき ①５日㈬午後６時30分〜８時 ②８

申し込み・問い合わせ 武智流古武術
（池田

と き 17日 ㈷ 〜 23日 ㈰ 午 前 ９ 時30分 〜

ころ 若もの自立支援センターのびのび
（金

持ちもの 動きやすい服装 申し込み 往

日㈯午後６時〜９時 ③７日㈮午後７時〜

☎080−5309−0804)

午後６時 ※23日は午後４時まで ところ

剛二丁目） 対象 中学校を卒業した人 内

復はがきに住所・名前・年齢・電話番号・希望の

SAYAKA ホール・展示ホール 入場料 無料

容 個別の進路相談 参加費 無料 定員

コースを書いて〒589−0011半田三丁目361

問い合わせ グループイーゼル
（稲見☎367

各日５人 申し込み 電話で若もの自立支

−１−616ガールスカウト大阪第23団中村

−1870）

援センターのびのび
（☎366−9434）
。ファ

問い合わせ ガールスカウト大阪第23団
（中
村☎366−5212）

９時 ところ ①②東小学校・体育館 ③南
第一小学校・体育館 内容 型稽古・防具を
着用した組手稽古など 参加費 無料 持

古代史の会講演会

ちもの 動きやすい服装 申し込み・問い合

とき 22日㈷午後２時〜５時 ところ 市

も可
クシミリ
（℻366−9432）

わせ 琉球少林流空手道月心会
（①②大石☎

立公民館・多目的室 内容 古墳の被葬者を

問い合わせ 若もの自立支援センターのび

292−8724 ③橋本☎365−5314）

考える⑵−河内大塚山古墳−／小浜成さん

第38回0歳児ＯＫコンサート

〜秋色豊かにバイオリン！〜

と き 26日 ㈬ 午 前10時45分 開 演

とこ

ろ SAYAKA ホール・コンベンションホー
ル 内容 バイオリン独奏 参加費 大人
500円、子供100円

申し込み・問い合わ

登校拒否ひきこもり問題交流会

参加費 1,000円
（会員以外の人は別途年会費

〜一人または家族だけで悩んでいませんか〜

1,000円が必要） 申し込み・問い合わせ 古

とき 16日㈰午後２時〜４時 ところ 若

代史の会
（木下☎367−1294）

もの自立支援センターのびのび
（金剛二丁目）
対象 不登校や引きこもりの子ども、若者

大正琴無料体験会

〜大正琴で楽しく演奏しましょう〜

とき 19日㈬午後１時〜４時 ところ 市

のび
（森岡☎366−9434）

府立狭山高校文化祭・体育大会
【文化祭】

の保護者または関心のある人 内容 保健

とき 15日㈯午前10時〜午後４時30分・16

師を囲んで情報交換をする交流会 参加費

日㈰午前８時50分〜午後３時

300円
（お菓子代など） 定員 10人
（先着

【体育大会】

順） 申し込み・問い合わせ 15日㈯まで

とき 28日㈮午前８時40分〜午後４時
（雨

せ 電話で音楽愛好家協会
「こんごう」
（上田

立公民館・集会室１

定員

に電話で登校拒否不登校問題南河内地域交

天および猛暑の場合は、10月１日㈪）

。電子メール
（oak☎080−3771−4856）

10人
（先着順） 申し込み・問い合わせ 琴

。ファクシミリ
流会
（森 岡 ☎366−9434）

ところ 府立狭山高校
（半田四丁目）

kongou2005@softbank.ne.jp）
も可

親会
（田中☎366−5715）

参加費 無料

（℻366−9432）
も可

（実費）
以上の女子 参加費 各コース 300円

世界バトントワリング選手権大会で優勝

寝苦しい熱帯夜を乗りきろうと奮闘中。
試行錯誤の結果、体感温度を下げるため

SAYAKA ホール・和室 参加費 無料 持ち

容 礼儀作法・基本動作・呼吸法 参加費 無

動作・意識を一致させる武術を学ぶ 参加費

編集後記

を書いて〒589−0021今熊七丁目160婦人

ス公園 内容 バッタなどの観察 参加費

コミュニティ子育て広場

１人１日あたりのごみ排出量 781 グラム
10） 平成 24 年７月平均値
（前年度同月比
33）
（今年度前月比

合わせ 往復はがきに住所・名前・電話番号

とき 3日㈪午前９時30分〜 11時 ところ

行
（荒天の場合は翌日） ところ 副池オアシ

市の木／さくら 市の花／つつじ

人口 57,820 人（前月比 ３） 世帯数 24,194 世帯
女 30,260 人
男 27,560 人
平成 24 年７月末現在

険料・食事代・入館料含む） 申し込み・問い

日本舞踊１日体験

８月２日から５日にかけて、フ
ランスで開催された第 31 回世界
バトントワリング選手権大会・男
子ジュニアの部で優勝した藤原大
智さん（東池尻四丁目）が、８月
20 日に𠮷田市長を表敬訪問しま
した。

問い合わせ 府立狭山高校☎366−8400

※この広報誌は２万 6,000 部作成し、１部当たりの単価は 26 円です。
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