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30分）、アルカスホール、￥無料。
問　「百楽の会」・谷口（☎828・1819）
クリスマスコンサート
12月17日（土）午後2時（開場は午後1
時30分）、アルカスホール、クリスマスに
ちなんだ曲を歌います、￥無料。
問　「ウエンディコーラス」・西尾（☎
820・8271）

募　集

写し絵
毎週火曜日午後1時30分、市民活動
センター、七福神など写本の下絵を薄
紙に墨で描きます、￥１回300円（教材
費）。
問　「写し絵で絆を育む会」・長島（☎
829・3883）
英会話
第1～3土曜日午後6時15分～8時20
分、エスポアール、日本人講師が指導、￥
月7000円。
問　「ＫＡＥＲＵ」・田中（☎090・5670・
4189）
中国語
毎週土曜日午後1時～2時（初級）・午後
2時～3時20分（上級）・午後3時20分～
4時40分（中級）、いずれもエスポアー

ル、￥月3500円（別に会場費が必要）、
見学歓迎。
問　「中国語クラブ」・高瀬（☎828・
6303）
スペイン語
日曜日（月２回程度）、エスポアール、日
本語が話せるネイティブ教師が教えま
す、￥1回2000円、無料体験・お試しプ
ランあります。
問　「スペイン語サークルeースマイ
ル」・竹下（☎380・3207）
マンドリン・ギター
第1・3水曜日午後6時～8時、香里自治
会館（東香里園町）、演奏の基本を習得
し、合奏のできる人、￥月1000円・入会
1000円。
問　「香里マンドリンアンサンブル」・島

（☎090・4279・2576）
和太鼓
毎週日曜日午前9時～正午、中央公民
館、高校生～50歳が対象、￥月3000
円、初心者歓迎、見学・体験あります（要
予約）。
問　「和太鼓雅（みやび）」・内田（☎
090・8752・0336）
弦楽合奏
第2金曜日午後1時～4時、香里会館

（枚方市香里園町）、バイオリン・ビオラ・

チェロ・コントラバスの合奏ができて平日
の昼に活動できる人、￥月1000円・入
会1000円。
問　「香里ストリングス」・鈴木（☎831・
4113）
柔道
毎週火・木曜日午後7時～8時30分（小
学生）・午後8時30分～10時（中学
生・一般）、香里武道舘（松屋町）、￥月
3500円・入会3000円、初心者・見学歓
迎。
※詳しくは団体のホームページを見て
ください。
問　「香里武道舘」・とぎや（☎090・
1589・5993）
社交ダンス
毎週木曜日、初心者…午後1時30分～
2時30分、経験者…午後2時30分～3
時30分、中央公民館、プロの講師が指
導、￥月2500円・入会2000円。
問　「ローズクォーツ」・ニイノミ（☎
070・6921・9903）
社交ダンス
月4回土曜日午前9時～正午、中央高
齢者福祉センター、￥月1000円・入会
1000円、随時見学可。
問　「市老連社交ダンス部」・若狭（☎
090・2115・7505）

公共機関・団体

ひとり親家庭などの就業支援講習会
＜パソコン初級～エクセル試験対策＞
１月７日～２月25日の毎週土曜日午前10
時～午後４時（２月11日を除く、計７回）、
府谷町福祉センター（大阪市中央区）、
定員20人（申し込みが多いときは抽選）、
￥無料（教材費5000円が必要）。
◎保育あります（２歳～就学前の子ど
も）。
申込・問　往復はがきに講座名、住所、
氏名、年齢、職業、電話番号、志望の動
機、以前に府母子寡婦福祉連合会で受
講した講座名、保育の有無を書いて11
月7日～12月7日＝消印有効＝に母子家
庭等就業・自立支援センター（〒540―
0012大阪市中央区谷町五丁目4番13
号府母子寡婦福祉連合会谷町福祉セ
ンター内☎06・6762・9498）
手作りバザー
11月25日（金）午前10時～午後３時、
総合センター１階玄関ホール、会員の手
作り品・遊休品・健康食品など。
問　市母子寡婦福祉会（☎８３８・０１７
７）

共に生きる障がい者展
11月12日～13日の午前10時～午後
5時、ビッグ・アイ（国際障害者交流セン
ター、堺市南区）、パラスポーツ選手の
トークイベントなど、￥無料。
問 府民お問合わせセンター（☎06・
6910・8001、ＦＡＸ06・6910・8005）
金融・経済講演会
12月16日（金）午後2時～3時30分、大
阪銀行協会7階大会議室（大阪市中央
区谷町三丁目）、テーマ「弁護士は見た！
消費者をねらう悪質業者の手口」、府民
200人（申し込みが多いときは抽選）、
￥無料。
申込・問　はがき又はＦＡＸ、メール（ア
ドレスは問い合わせてください）に講
演日、郵便番号、住所、氏名（ふりがな）、
年齢、電話番号、同伴者の氏名、年代、

「広報ねやがわ」と書いて大阪府金融
広報委員会事務局（〒530―8660大
阪市北区中之島二丁目1番45号☎06・
6206・7748、ＦＡＸ06・6233・6080）
Ｓマーク（標準営業約款）で安全・
安心な店舗選びを
Sマークは、厚生
労働大臣認可の
標準営業約款に
従って営業して
いる、理容・美容・

クリーニング・麺類飲食・一般飲食の店
舗で掲げられています。
※ Sマーク登録店は安心、安全、清潔を

消費者に届けます。
問　（公財）府生活衛生営業指導セン
ター（☎06・6943・5603）
寝屋川公園イベント
＜テニススクール＞
11月～３月の火・木・土曜日、初級～経験
者、体験あります（￥1000円）。
＜トーナメント大会＞
①平日男子シングルス…11月7日・12月
5日いずれも月曜日②CD級女子ダブル
ス…11月9日・12月14日いずれも水曜
日。
＜イルミネーション＞
12月1日～1月9日の午後5時～9時。
　　※　　　　　　　　　　　※
※詳しくは問い合わせてください。
問　寝屋川公園管理事務所（☎824・
8800）
ボランティア募集
園芸活動・イベントの手伝いなど、心身
共に健康で半年以上活動を続けられる
人（年齢・性別不問）、詳しくは問い合わ
せてください。
問　小松病院ひまわり病棟ボランティ
ア係（☎823・2811＝午前9時～午後5
時）



39

市
か
ら
の
お
知
ら
せ

安
全
・
安
心

税
・
保
険
・
年
金

健
康
・
福
祉

人
　
権

子
育
て
・
教
育

ア
ウ
ト
ド
ア
・

ス
ポ
ー
ツ

文
化
・
交
流

公
共
機
関・団
体

市
民
情
報
ひ
ろ
ば

市民情報ひろば

【原稿締切日のお知らせ】
○2月号…12月1日（木）
○3月号…1月5日（木）
※￥は活動にかかる費用です。

イベント
拳法無料体験
11月5日・12日いずれも土曜日午後7
時、鞆呂岐武道館（木屋元町）、強い体
と心をつくろう、園児以上の人。
申込・問　前日までに電話で「鞆呂岐武
道会」・寺田（☎832・7535）
笑いヨガ体験会
①11月8日②12月13日いずれも火曜日
午後1時～2時30分③12月24日（土）
午前10時30分～正午、池の里市民交
流センター、￥500円、飲み物・タオルを
持って動きやすい服装で来てください。
問　「寝屋川ニコニコ笑いヨガクラブ」・
林（☎090・3970・6698）
家事と家計の講習会
①11月10日（木）…枚方サンプラザ（枚
方市岡東町）②11日（金）…ふらっと ね
やがわ③12日（土）…楠葉生涯学習市
民センター（枚方市楠葉並木二丁目）、
いずれも午前10時～11時30分、￥
400円（資料代）。
◎保育あります（200円、要予約、手作り
パン付き）。
問　「大阪友の会」・林（☎821・5147）
市民歴史講座
①11月11日午後１時、ＪＲ百舌鳥駅改札
前、探訪「百舌鳥古墳群をめぐる」、百舌鳥
古墳→堺市博物館・案内＝堺観光ボラン
ティア、￥200円（別に入館料が必要）②
12月9日午後1時30分、エスポアール、「百
舌鳥・古市古墳群の世界文化遺産登録
について」・講師＝山上弘さん（百舌鳥・古
市古墳群世界文化遺産登録推進本部
会議事務局）、￥100円、いずれも金曜日、
定員40人（先着順）。
申込　当日直接
問　「府文化財愛護推進委員寝屋川地
区」・大貫（☎090・6987・5679）
萱島音楽フェスタ
11月13日（日）午前10時30分～午後4
時30分、萱島駅前広場、サーキットライ
ブ・飲食屋台。
＜出演者・出店者同時募集＞
サーキットライブ…￥3000円（協賛
費）・出店料…￥3000円。
申込・問　11月6日（日）までに「ふる

な」・渡島（☎823・5852）
吹奏楽コンサート
11月13日（日）午後2時（開場は午後１時
30分）、中央公民館、「青い山脈」・スコットラ
ンド民謡・70年代DISCOほか、￥無料。
問　「あんさんぶるadmix」・新開（☎
090・9879・0304）
ふわりん子育てセミナー
①11月17日、「受験を控えた子どもをも
つ親・子どもの最大限の力を発揮させる
には」②1月19日、「どこまで口出す子ど
ものケンカ～子どもの頃の私にそっくり
～」、いずれも木曜日午前10時（①受け
付けは午前9時40分まで）、産業振興セ
ンター、￥各回200円（お茶菓子付き）。
◎保育あります。
申込・問　「家庭倫理の会北摂寝屋
川」・北口（☎・ＦＡＸ888・7520）
太極拳初級講習会
11月24日（木）午前10時～11時20分、
エスポアール、ストレッチ・入門・初級、定
員10人（申込順）、￥700円、動きやす
い服装・上靴が必要。
問　「遊々太極拳クラブ」・松村（☎
090・8534・0562）
タイルモザイク体験教室
11月17日（木）午後１時～４時、総合セ
ンター、定員10人（申込順、障害のある
人を優先、付き添い可）、￥100円。
申込・問　11月10日（木）までに電話又
はFAXで「モザイクJoy」・髙槻（☎・ＦＡＸ
826・6407）
箏（こと）・三絃・尺八記念演奏会
11月20日（日）午後0時30分（開場は
正午）、アルカスホール、記念曲「松竹
梅」・編曲八千代獅子（立舞あり）・合奏
曲「富士」・特別演奏曲「火群野」ほか全
17曲を演奏、￥無料。
問　「寝屋川三曲協会」・つるぞえ（☎
826・6555）
アコーディオンコンサート
11月20日（日）午後1時30分、市民会
館、サウンドオブミュージック・ブルーラ
イトヨコハマ・ムーンライトセレナーデほ
か、特別出演＝吉田親家さん（アコー
ディオン奏者）、￥無料。
問　「京阪アコーディオンクラブ」・長野

（☎090・5241・9696）
秋季謡曲大会
11月23日（祝）午前9時30分～午後5
時、香里能楽堂（香里本通町）、観世流・
宝生流の素謡（すうたい）と仕舞、￥無
料、来聴歓迎。
※番組は当日、会場受付で渡します。
問　「寝屋川市謡曲協会」・森田（☎
832・1071）
コンサート新嘗祭
11月23日（祝）午後2時～4時、アルカ

スホール、「心の瞳」・「花嫁」・「月光とピ
エロ」・「水のいのち」ほか、￥1000円。
問　「混声合唱団GATTANO」・三宮

（☎080・2446・1032）
和紙ちぎり絵
11月25日（金）午後1時30分～3時、中
央公民館、来年の干支作り、￥900円、鉛
筆・はさみ・おしぼりが必要、初心者歓迎。
問　「和紙ちぎり絵サークル」・貞松（☎
893・8486）
バザー
①11月26日（土）…古着・新品衣料・着
物・おもちゃ・バラ食器・古本など②27日

（日）…日用品・雑貨・くつ・かばんなど、
いずれも午前10時～午後2時、総合セ
ンター。
問　「ファイナルバザー実行委員会」・
増田（第2あすなろ内☎822・0058）
子ども服リサイクル100円バザー
11月27日（日）午前10時～正午、みい
ふれあいの家（三井南町）。
○子ども服提供のお願い…11月21日～
26日、みい診療所1階の段ボール箱へ。
問　「ボランティアみい」・土井（☎820・
2513）
ボーイスカウト１日体験
11月27日（日）午前10時～午後1時、秦
公民館、小学校1年生～5年生、￥無料。
問　「ボーイスカウト寝屋川第1団」・石
﨑（☎823・6350）
手作り市
11月29日（火）午前10時～午後2時、ア
ルカスホール、布小物や編み物など手
作り品の販売とワークショップ、￥無料

（体験料は別途必要）。
問　「ママクラフターズ」・大前（☎090・
6173・5408）
講演会
11月30日（水）午後２時30分～４時、保
健福祉センター、「難病法の動向と今
後のワークショップ」、定員30人（先着
順）、￥500円（資料代）。
申込　当日直接
問　寝屋川市民たすけあいの会（☎
826・4655）
書道入門講座
①やさしい毛筆年賀状の書き方…12月
1日～15日②毛筆の基礎と小筆（名前・
表書き）…1月12日～26日、いずれも毎
週木曜日午後1時30分～午後3時（計3
回）、木田町公民館、定員15人（申込順、
5人未満のときは中止）、￥無料（資料
代1620円が必要）、書道用具（当日に
購入可）が必要。
問　「市書道協会」・髙木（☎090・
3263・2241）
アルカス寄席
12月5日（月）午後1時（開場は午後0時


