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インフォメーション

アール、不思議で楽しいマジックや南京
玉すだれを基本から学びます、￥3か月
3000円、見学歓迎。
問　「ハッピーマジック」・宮里（☎824・
2576）
3B体操
月３回水曜日午前10時～11時30分、エ
スポアール、音楽に合わせてボール・ベ
ル・ベルターを使ったストレッチ・ヨガなど
の体操、￥入会１０００円・月2000円、見
学・高齢者の参加歓迎。

問　「3B体操ひまわり」・村上（☎821・
9455）
フラダンス
第1～3金曜日午後1時30分～3時、ア
ルカスホール、￥月3000円、初心者・見
学歓迎。
問　「カリノパーバル」・森田（☎090・
5642・7043）
社交ダンス
毎週金曜日午前10時15分～11時45
分・午後1時5分～2時35分、西高齢者

福祉センター、60歳以上の人、￥入会１
000円・月１０００円、男性歓迎・随時見学
可。
問　「市老人クラブ連合会社交ダンス部
（西教室）」・小池（☎839・5247）
社交ダンス
毎週木曜日午後1時～2時30分、市民
会館、初級・中級クラス、￥入会1000円・
月2500円。
問　「ビギナーズ」・明田（☎090・
3672・3723）

公共機関・団体

長崎への平和の取材
「親子記者」参加者を募集
8月9日の長崎原爆犠牲者慰霊平和祈
念式典や原爆・平和をテーマとするいろ
いろなプログラムに参加しながら、平和
に取り組む人たちを取材して新聞を作
成します。取材を通して平和の尊さにつ
いて考えてみませんか。
8月8日～11日、戦争の被害や平和の
尊さを伝えることに関心がある小学校
4年生～6年生1人とその保護者1人の
18組（申し込みが多いときは抽選）。
※長崎市への往復交通費、宿泊代、滞
在中の取材補助経費は支給します。
申込・問　申込書をメール又ははがきで
５月９日（火）＝必着＝までに日本非核宣
言自治体協議会事務局（〒852―8117
長崎市平野町7番8号長崎市平和推進
課内☎095・844・9923）
※詳しくは日本非核宣言自治体協議会
ホームページを見てください。
ひとり親家庭などのための
就業支援講習会
<介護職員初任者研修講座>
7月22日～11月18日の毎週土曜日午前
9時～午後5時（8月12日・9月23日を除
く、計16回、講義により前後あり）、関西
看護医療予備校寺田校（大阪市天王寺
区）、定員20人（申し込みが多いときは
抽選）、￥無料（教材費1万円が別に必
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、5
月22日～6月22日＝消印有効＝までに
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号谷町福祉センター内☎06・
6762・9498）
寝屋川ふれあい基金
市内で行う青少年の健全育成活動や
高齢者の社会教育活動を助成します。
○交付予定　7月
○対象　スポーツ・文化・芸術などの分
野で①青少年の健全育成活動を行う団
体と個人②高齢者の社会教育活動を行
う団体と個人
○助成予定金額　団体…1件10万円・
個人…1件５万円
申請・問　郵送又はFAXで4月1日～28
日＝必着＝に株式会社りそな銀行信託
サポートオフィス（〒135―8581東京
都江東区木場一丁目5番65号深川ギャ
ザリアW2棟☎03・6704・3325、ＦＡＸ03・
5632・6359）
※申請書は株式会社りそな銀行信託
サポートオフィスへ請求又はりそな銀行
ホームページからダウンロードしてくだ
さい。
ニコニコ基金
寝屋川ロータリークラブは、市の心温ま
る住みよい元気なまちづくりの推進を
支援します。
○支援月　6月
※選考（1次・2次）後に支援します。事
業完了後2か月以内に完了報告書を提
出してください。
○対象　市内に活動拠点又は事務所
を持ち、継続的な活動が期待できる団
体・個人
○対象事業　地域コミュニティの活性
化によるまちづくりをテーマにした①安
全・安心・助け合いの活動やイベント②
少子・高齢化に対する活動やイベント③
青少年育成に対する活動やイベント
○支援額　1団体又は1個人に年間上
限30万円（総額100万円）
申請・問　郵送又はＦＡＸで4月1日～
30日＝消印有効＝に寝屋川ロータリー
クラブ市民活動支援基金係（〒572―

0042東大利町11番1号NPO法人寝
屋川あいの会内☎801・1871、ＦＡＸ801・
1872）
※申請書は寝屋川ロータリークラブ市
民活動支援基金係で配布します。
宿泊施設についての相談
宿泊施設（民泊）を営業するためには、
旅館業法に基づく許可又は特区民泊の
特定認定が必要です。民泊の開業、近
隣の違法民泊などは保健所へ相談して
ください。
問　府寝屋川保健所衛生課（☎829・
7721）
介護と福祉の就職フェア
4月22日（土）午後1時～4時、京橋ツ
イン21MIDタワー20階（大阪市中央
区）、北河内7市21法人が相談ブースを
出展、福祉業界に興味があり求職中の
人などが対象。
問　府社会福祉協議会老人施設部会
担当（☎06・6762・9001）
深北緑地イベント
<テニススクール>
4月1日～6月4日の毎週土・日曜日（計8
回、雨天順延）①初級…午前９時～10
時30分②中級…午前11時～午後0
時30分、16歳以上の人各12人（申込
順）、￥1万7500円。
申込　直接又は電話
<深北まちかどプランツ>
4月15日（土）午前10時～正午、マリー
ゴールドの種まき、定員10人、￥無料。
申込　当日直接
　　※　　　　　　　　　　　※
問　深北緑地管理事務所（☎877・
7471）
少年柔道・剣道練習生
①柔道…毎週水・木曜日②剣道…毎週
月・木曜日、いずれも午後5時～7時、市
内在住の小学校①新2年生～6年生
②新3年生～6年生・中学生（経験者の
み）、￥月1000円。
申込・問　直接、寝屋川警察署（☎823・
1234）
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【原稿締切日のお知らせ】
○６月号…4月7日（金）
○７月号…5月12日（金）
※￥は活動にかかる費用です。

イベント
ウクレレ講座
4月13日午後2時～3時30分・27日午前
9時30分～正午、いずれも木曜日、エス
ポアール、￥１回1200円、楽器レンタル
可、初心者歓迎。
申込・問　参加日の1週間前までに「ピ
リ・アロハ」・山路（☎090・8883・2196）
着物着付け
①４月15日②22日③29日、いずれも土
曜日①③午後1時30分②午前9時30
分、アルカスホール、一人で着物を着ま
せんか、定員15人（申込順）、￥無料。
申込・問　4月10日（月）までに電話でＮ
ＰＯ法人「げんき会」・岡村（スターズ内
☎811・5530）
カラオケ・フラダンス発表会
4月19日（水）午前10時15分、アルカス
ホール、￥無料。
問　「カラオケ愛好会」・大西（☎080・
2449・1368）
初心者歓迎囲碁の会
毎週月～土曜日午後1時～7時、高柳一

丁目2番1号、￥1日500円。
問　「囲碁クラブ」・土佐（☎829・
0453）

募　集

子ども和太鼓
月３～４回土曜日午前９時～11時30
分、中央公民館、和太鼓で子どもの健全
育成、小・中学生、￥月2000円。
問　「子ども和太鼓チーム雅っ鼓」・河野
（☎090・4036・2225）
写真
毎月第２日曜日午後1時30分～5時、中
央公民館、￥月1000円（女性は半額）・
年1000円。
問　「写団四季」・市川（☎080・8477・
3382）
歴史を学ぶ会
第3水曜日午後1時30分～3時30分、中
央公民館、広範囲な歴史にロマンを求
めませんか、￥年4000円。
申込・問　はがきに住所、氏名、年齢、電
話番号を書いて4月15日（土）＝必着＝
までに「歴史を学ぶ会」・山本（〒572―
0013三井が丘五丁目2番95―202号
☎823・9531）
英会話
毎週金曜日①初級…午後1時～1時50
分②中級…午後2時～2時50分、中央
高齢者福祉センター、￥月3000円。
問　「シクラメン」・川下（☎833・3983）
ベビーリトミック
月２回①月曜日午前10時20分～11時
…萱島まちづくりセンター②水曜日午
前11時20分～正午…八坂公民館、い
ずれも1歳前後の子どもと保護者、￥1
回1000円、無料体験あり。
問　「どれみキッズ」・末吉（☎090・
6972・1855）
ハーモニカ
第1・3金曜日午後5時～7時、香里自治
会館、村上博昭さん（関西ハーモニカ連
盟理事）が指導、￥月1500円、見学歓
迎。
問　「寝屋川ハーモニカ同好会」・田中
（☎090・6737・3433）
ペン習字
第1・3金曜日午前10時30分～正午、市
民会館、カタカナ・ひらがなから始めま
す、￥入会1000円・月2000円。
問　「ペン習字クラブ」・前垣（☎826・
8460）
バザー物品提供のお願いと
開催のお知らせ
○物品提供（大型家具・電化製品、古本
を除く）…4月21日（金）まで出張引き取
りもします（4月17日～22日の午前10
時～午後3時は総合センターでも受付）

○バザー…4月23日（日）午前10時、総
合センター、日用品・食器・雑貨・衣料・古
着・喫茶コーナーなど
問　ワークセンター小路を支える会
（ワークセンター小路内☎820・6135）
弦楽合奏
第2金曜日午後1時30分～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、￥入会1000
円・月1000円。
問　「香里ストリングス」・鈴木（☎831・
4113）
カラオケ
毎週日・月曜日（第3日曜日を除く）午後1
時、エスポアール、60歳以上の人、￥入
会1000円・月500円。
問　「ナツメロ友唱会」・西村（☎827・
4468）
童謡・唱歌・昭和歌謡
第４水曜日午前10時～11時30分、エ
スポアール、ピアノ伴奏で歌い音楽レク
リエーションで脳を活性化、￥月800円
（本代1188円が別に必要）。
問　「ぽこ・あ・ぽこ」・田辺（☎090・
9616・0098）
前結び着付け
毎週火曜日午前10時～11時30分・
午後1時30分～3時、市民会館、￥月
1000円。
問　「前結び着付研究会」・宮原（☎
090・4566・6446）
英会話
月3回木曜日午後7時～8時30分、エス
ポアール、外国人講師と楽しく話しま
す、￥入会1000円・月3500円、初心者・
見学歓迎。
問　「英会話ブルーベリー」・吉田（☎
822・1874）
マジック
第2・4木曜日午後1時～3時、エスポ

　「市民情報ひろば」は、市民の皆
さんの情報交換の場です。市の行
事と関わりはありません。内容は直
接問い合わせてください。
　政治・宗教・営利を目的としたも
のは掲載できません。同一イベン
トの掲載は１回、会員募集の掲載
は６か月に１回が限度です。発行
日以前に行われるイベントや定員
のある催しの申込開始日又は申
込終了日が発行日以前のときは
掲載できませんので、早めに連絡
してください。誌面に限りがある
ため、記事の編集や掲載ができな
いこともあります。
◎�原稿の締切日は、掲載号の約２
か月前です。
　掲載について、詳しくは広報広
聴課に問い合わせてください。

問合先 市民活動振興室

バンク

　このコーナーに掲載する申し込
みは無料での譲渡に限ります。申
し込みと譲渡が成立したときは、
市民活動振興室へ。
》あげます《
◎フランス人形ケース入（3体）、五
月人形ケース入（2体）、アイロン2
品　Ｓ・Ｆ（☎827・2904＝午前9時
～正午）
◎4本足つえ　Ａ・Ｍ（☎834・7075
＝午後1時～4時）
※�譲渡におけるトラブルについて、
市は一切の責任を負いかねます。


