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広報ねやがわ
平成 29年５月号

市民会館、静物・景色など、￥月3800円。
問　「寝屋川絵画サークル」・寺沢（☎
821・8152）
前結び着付け
毎週火曜日①午前10時～11時30分
②午後1時30分～3時、市民会館、初心
者、￥3000円（計12回）。
問　「着付サークル栞（しおり）」・三村
（☎080・2525・8281）
萱島音楽フェスタ
6月4日（日）午前10時30分～午後4時、
萱島駅前広場、模擬店・手作り品・フリー
マーケットなど、出店者・出演者を募集、
￥出店3000円。
問　「ふるな」・渡島（☎823・5852）
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、合奏ができる人、￥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）
オーケストラ
第1・3土曜日午後6時～9時、市立市民
会館、ビオラ・チェロ・コントラバス大募集、
合奏に必要な基本的な技術を持つ人、￥
入会3000円・月2500円（学割あり）。
問　「寝屋川市民管弦楽団」・廣瀬（☎
090・9886・8741）
社交ダンス
月4回土曜日午前9時～10時30分…初
級・午前10時30分～正午…中級、中央
高齢者福祉センター、60歳以上の人40
人、￥入会1000円・月1000円、随時見
学可。
問　「市老連社交ダンス部」・若狭（☎

090・2115・7505）
女性コーラス
毎週月曜日午前10時～正午、中央公民
館、楽しく歌ってストレス解消、￥入会
1000円・月3500円。
問　「コールねやがわ」・築山（☎823・
3535）
手まり
毎月第2・4金曜日午後1時～3時30分、
中央公民館、手まりなどの制作、￥入会
1000円・月1500円、見学可。
問　「手まりの会」・上原（☎090・8129・
2719）
ヨガ
毎週土曜日午前10時～11時30分、アル
カスホール、￥月5400円、体験1000円。
問　「ヨーガ同好会」・王（☎080・
3819・1014）

公共機関・団体

大阪労働局からのお知らせ
同一の使用者との間で、平成25年４月１
日以降に開始した有期労働契約が、通
算５年を超えて反復更新された場合、労
働者の申し込みで、期間の定めのない
労働契約に転換できる「無期転換ルー
ル」により、平成30年４月以降、多くの有
期契約労働者に無期転換申込権が発
生すると見込まれます。
※詳しくは、問い合わせてください。
問　大阪労働局指導課（☎06・６９４９・
６４９４）
高等職業技術専門校見学説明会
5月1日（月）・9日（火）いずれも午後2
時20分～4時10分＜欠員があれば5月
16日（火）・23日（火）・29日（月）・6月9日
（金）＞、府立北大阪高等職業技術専
門校（枚方市津田山手二丁目）、内容…
科目ガイダンス・相談コーナー、科目…
組込みシステム科、7月の入校を検討し
ている人。
問　府立北大阪高等職業技術専門校
総務課（☎808・2151）
地元小学校ハンドボール教室
5月6日～平成30年2月の毎週土曜日午
前9時～正午、市民体育館・寝屋川高校
ハンドボールコート・中央小学校体育館、
市内在住の小学校2年生～6年生・中学
生60人、￥年3000円（協会登録代・保
険代など）。
※�申し込みは5月6日（土）に市民体育
館でも受け付けます。

申込・問　はがきに住所、氏名（ふりが
な）、電話番号、生年月日、学校名・学年、
保護者氏名（ふりがな）を書いて5月4日
（祝）＝必着＝までに府立寝屋川高校・
赤星（〒572―0832本町15番64号☎
821・0546）
春の薬草見学会
5月27日（土）午後1時30分～4時、摂
南大学薬学部附属薬用植物園（枚方市
長尾峠町）、定員50人（申し込みが多い
ときは抽選）、￥無料。
申込・問　往復はがき（申し込みは1枚
に2人まで）に住所、参加者全員の氏
名、電話番号を書いて5月15日（月）＝
必着＝までに摂南大学研究支援・社会
連携センター（〒572―8508池田中町
17番８号☎829・0385）
合同市民公開講座
5月20日（土）午後2時～4時（受付は午
後1時30分から）エナジーホール（守口
文化センター）、最近のがん治療と大学
病院の使命についてなど、定員436人、
￥無料。
申込　当日直接
問　関西医科大学附属病院管理課（☎
804・2980）
寝屋川公園イベント
＜公園の四季を楽しむ散歩倶楽部＞
5月8日（月）午前10時～正午、定員30
人、￥無料。
申込・問　直接又は電話で寝屋川公園
管理事務所（☎824・8800）
＜テニススクール＞
6～7月の第1～第4日曜日①9歳～11
歳…午前9時～10時30分②12歳～15
歳…午前11時～午後0時30分、いずれ
もジュニアクラス、￥2か月（8回）1万

7500円。
問　寝屋川公園スポーツ施設受付（☎
824・1685）
河川愛護モニター募集
7月～平成30年6月、淀川に行き、見た
こと・感じたことを月１回以上報告、対象
20歳以上の淀川沿いに在住の市民で
インターネットを利用できる人、謝礼月
4500円程度。
申込　5月31日（水）までに淀川河川事
務所ホームページ
問　淀川河川事務所管理課（☎843・
2861）
府の女性の就業支援
語学力・総務経理・建築不動産・WEB・
IT・営業・看護師・理美容師などの資格・
経験を持っている女性を応援します。
問　Ｌフェニックス拡充訓練事務局（☎
06・4708・4513）
府障がい者職業訓練
7月3日（月）からの平日午前9時40分
～午後4時（2か月）、SBキャリアカレッジ
（中央区南本町三丁目）、￥無料（テキ
スト代が別に必要）。
※詳しくは問い合わせてください。
申込　6月5日（月）までに居住地管轄
のハローワークへ直接
問　SBキャリアカレッジ（☎06・6281・
1667、ＦＡＸ06・6281・1668）
わんぱく相撲寝屋川春場所
5月21日（日）午前9時30分（受付は午
前8時40分から）、南寝屋川公園、4歳
～小学校6年生の男女、￥無料。
※�詳しくは寝屋川青年会議所のホーム
ページを見てください。

問　寝屋川青年会議所事務局（☎
834・5121）
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市民情報ひろば

【原稿締切日のお知らせ】
○７月号…５月12日（金）
○８月号…６月９日（金）
※￥は活動にかかる費用です。

イベント
絵画教室
5月1日・15日いずれも月曜日午前9時～
正午、市民会館、鉛筆デッサン教室、￥1
回1200円。
問　伊郷（☎090・2286・2799）
笑いヨガ
①5月9日②6月13日いずれも火曜日午
後1時～2時30分③5月28日（日）午後
1時～2時30分、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）
市民歴史講座
①5月12日、「淀川河川敷採取資料から
見える中・近世の寝屋川市域」②6月9
日、「小路遺跡から見つかった邪馬台国
の村」③7月14日、「三好長慶と家臣～
キリシタン武将の活躍～」、いずれも金
曜日午後1時30分、エスポアール、講師
＝①藤本史子さん（武庫川女子大学非
常勤講師）②③市職員、定員40人（先

着順）、￥100円。
申込　当日直接
問　「府文化財愛護推進委員寝屋川地
区」・堀（☎802・2350）
新婦人まつり
5月14日（日）午前10時～午後3時、市
民会館、講演「福島から大阪へ母子避
難」・健康体操体験・フラダンス・オカリナ・
コーラス・リコーダーなどの発表と手作
り作品・着物リフォーム・絵手紙などの展
示、￥200円。
申込・問　「新日本婦人の会寝屋川支
部」・宮前（☎823・7411）
太極拳無料体験講習
5月15日（月）…市民体育館・23日（火）
…エスポアール、いずれも午前10時～
11時30分、ストレッチ・呼吸体操・入門太
極拳、初心者・経験者歓迎。
問　「寝屋川市太極拳協会」・喜多（☎
827・6426）
太極拳 初級講習会
5月18日（木）午前10時～11時30分、
エスポアール、ストレッチ・入門太極拳・
初級太極拳、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）
笑いヨガ
5月20日・6月17日、いずれも土曜日午後
2時30分～3時30分、八坂公民館、￥初
回300円・２回目以降500円、飲み物を
持って来てください。
問　「笑いヨガクラブ八坂町」・奥西（☎
090・2287・1291）
おもう・つくる・はたらく展
5月20日（土）午前10時～午後3時、は
たのさと（秦町）、ゲームコーナー、手
織り・陶芸の無料体験、製品販売、喫茶
コーナー、作品展示など。
問　「はたのさと家族会」・山本（☎
823・2230）
ボーイスカウト１日体験
5月21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）
混声合唱演奏会
5月21日（日）午後2時（開場は午後1時
30分）、アルカスホール、いい日旅立ち・
糸・組曲「旅」ほか、￥無料。
問　「寝屋川混声合唱団」・甲野（☎
825・0881）
車いす・高齢者擬似体験講座
5月26日（金）午後１時30分～3時30
分、保健福祉センター、誰もが安心して
暮らしていける街になるよう実際に擬
似体験してみませんか、￥無料、筆記用
具・お茶を持って来てください。

申込・問　はがきに住所、氏名、電話番
号を書いて5月20日（土）＝消印有効＝
までに「擬似体験ボランティアグルー
プ」・うらしま（〒572―8533池田西
町28番22号市社会福祉協議会内☎
838・0400）
電子工作・ロボット教室
５月からの第３日曜日（計10回）、大阪電
気通信大学寝屋川キャンパス、電子工
作・ロボット工作の基礎体験、小学生20
人（申込順）、￥1万2000円（教材費）。
申込・問　郵便番号、住所、氏名、学校
名・学年、電話番号を書いてFAXで「大
阪電気通信大学友電会」・大野（☎070・
5656・3113、ＦＡＸ824・1197）
書道入門講座
①大筆・小筆…6月1日～22日②祝儀袋
の表と名前の書き方…7月6日～27日
③近代詩を墨作品に…8月3日～24日、
いずれも毎週木曜日午後1時30分～
3時（計4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2160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）
ビッグバンドコンサート
6月4日（日）午後１時30分（開場は午後
1時から）、総合センター、2バンドによる
歌と演奏で巡る世界音楽の旅、￥500
円。
問　「リップルアンサンブルジャズオー
ケストラ」・河村（☎824・7526）

募　集

ハングル講座
月3回土曜日午前9時15分～10時45
分、エスポアール、初級～中級程度、￥
月2200円（別に教材費500円程度が
必要）。
問　「アンニョン会」・嶋（☎090・3712・
1621）
将棋
毎週火曜日午後1時～4時、総合セン
ター2階多目的室、女性・障害者も参加で
きます、￥年1200円、無料体験あり。
問　「福祉将棋倶楽部飛龍」・たけまさ
（☎090・2703・6480）
詩吟
毎週月曜日午後7時～9時、萱島まちづ
くりセンター、健康のために大きな声を
出しましょう、￥入会1500円・月2500
円、無料体験あり。
問　「関西吟詩文化協会寝屋川支部」・
田中（☎090・8538・6998）
水彩画
第1・3土曜日午後1時30分～3時30分、

　「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。


