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もと保護者43組②10日午前10時～正
午・午後1時～3時、中学生の化学実験
教室（燃料電池を組み立てよう・DNAを
取り出してみよう）、中学校新1年生～
新3年生48人、いずれも土曜日、府立大
学工業高等専門学校、申込順、￥無料。
※申込方法はホームページを見てくだ
さい。
問　「大阪府立大学工業高等専門学校
広報企画室」・北橋（☎821・6401）
府民歯科相談・口腔保健相談
毎週火・木曜日午後2時～4時30分・毎
週土曜日午後1時～2時（祝日、お盆・年
末年始を除く）、大阪府歯科医師会（大
阪市天王寺区堂ヶ芝一丁目）、相談時間
は30分程度（先着順）、￥無料。
申込　当日直接
問　一般社団法人「大阪府歯科医師
会」（☎06・6772・8884）
市民公開講座
2月16日（金）午後1時～2時、寝屋川生
野病院3階会議室、①認知症について
ご存じですか？～いつまでも笑って暮ら
しましょう②脳卒中ガイドライン2015
年から～脳卒中予防のひけつ～、定員
80人（先着順）、￥無料。
申込　当日直接
問　寝屋川生野病院（☎834・9000）
よくわかる肝臓セミナー
3月17日（土）午後2時～4時30分、エナ
ジーホール（守口文化センター）、肝が
ん①どんな病気？診断は？②内科での
治療とは③外科での治療とは④Ｃ型肝

炎、Ｂ型肝炎からの肝がんを予防するに
は⑤質問コーナー、￥無料。
申込　当日直接
問　関西医科大学総合医療センター肝
臓病センター（☎06・6992・1001＝正
午～午後4時）
川の再生を考える寝屋川源流探索
3月4日（日）午前9時20分＝雨天中止、打
上川治水緑地集合（観音橋東側スロー
プ降りた所）→寝屋川公園中央広場→
東寝屋川駅→弘法井戸→明光寺→打
上神社→石宝殿古墳→久保池→星田
新池（昼食）→聖の滝（希望者）→星森
宮→寝屋古墳→寝屋川公園中央広場
（解散予定）、定員30人（申込順）、昼食・
飲み物・タオル・軍手・帽子・雨具を持って、
動きやすい服装で来てください。
※コースは変更するときがあります。
申込・問　電話又はＦＡＸで住所、氏名、
年齢、電話番号を2月28日（水）までに
「ねや川水辺クラブ」・立川（☎090・
2382・7356、ＦＡＸ832・1596）
寝屋川公園イベント
＜節分イベント＞
2月1日～12日の午前10時～午後4時、
鬼を数えて知らせると景品がもらえま
す、定員100人（先着順）、￥無料。
申込　当日直接
＜公園の四季を楽しむ散歩倶楽部
春を待つ公園の樹木たち＞
2月5日（月）午前10時～正午、定員30人
（申込順）、￥無料。
申込　前日までに電話

＜おひな様を作ろう＞
2月11日（祝）午後1時～3時、お内裏様
とおひな様を作って、竹の中に飾ります、
小学校5年生以上の人20人（申込順）、
￥500円。
申込　前日までに電話
　　※　　　　　　　　　　　※
※①駐車場は有料です②内容など詳し
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＝午前9時～午後5時）
淀川京街道クリーン大作戦
2月18日（日）午前９時30分～11時30
分＜雨天のときは25日（日）に延期＞、
淀川河川公園、汚れてもよい服・長靴・軍
手・タオル・ごみトングなどがあれば持っ
て来てください。
※受付で保険加入（無料）の手続きをし
てください（受付は午前９時から）。
問　「淀川管内河川レンジャー」・玉井
（☎090・2100・9276）
深北イベント
＜ふかきた節分豆まき＞
2月3日（土）午前11時・午後2時、定員
30人。
＜深北の日（ボランティアデ―）＞
2月4日（日）午前9時30分～10時30
分、中低木の刈り込み、定員20人。
　　※　　　　　　　　　　　※
いずれも雨天中止、先着順、￥無料。
申込　当日直接
問　深北緑地管理事務所（☎877・
7471）

後1時）、中央公民館、定員430人（申込
順）、￥500円。
申込・問　「和太鼓雅」・内田（☎090・
8756・1233）

募　集
スペイン語
月2回日曜日、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―スマイ
ル」・竹下（☎380・7907）
ハングル講座
月3回水曜日①初級…午前9時20分～
10時35分②中級…午前10時45分～
正午、学び館、￥月2000円（教材費が
別に必要）。
申込・問　「カッチハジャの会」・北原（☎
080・3032・4086）
ハワイアンフラ
月3回月曜日午後1時、エスポアール又
はアルカスホール、年齢問わず初心者・
経験者も楽しめます、￥月3500円。
問　「フラサークルロゼラウ」・中本（☎
831・4743）
着物着付け
月2回午前10時～正午、中央公民館、帯
結びの不安な人、前結びで簡単・きれい・
苦しくない、着物で楽しみましょう、￥1

回1000円。
問　「前結び着付けサークル」・伊藤（☎
090・9711・9049）
野菜作り
第2木曜日午後1時～3時、市民会館、無
農薬・無化学の野菜作りを楽しみましょ
う、野菜作りに関心があり長く続けられ
る人、￥年3000円。
※休耕農園での家庭菜園もできます（5
～6人）、詳しくは問い合わせてくださ
い。
申込・問　2月7日（水）までに「アスパラ
の会」・吉岡（☎090・3994・4478）
詩吟
月3回水曜日午後1時30分、エスポアー
ル、大きな声でストレス発散、￥月3000
円、初心者歓迎。
問　「貴山吟詠会」・丹波（☎080・
3804・7707）
尺八
毎週金曜日午前9時～正午、池の里市
民交流センター、尺八と三味線で演奏
しながら歌いましょう、童謡・唱歌・演歌・
民謡・地唄・本曲など、￥月300円（資料
代）、尺八は貸し出します、初心者歓迎。
問　「ケンザン会」・石田（☎832・
6945）
ギター
毎週日曜日（第3を除く）午前9時～正午
（予定）、エスポアール、フォークソング

を中心に活動、女性ボーカルを募集して
います、￥月500円。
問　「アンダンテネットワーク」・中西
（☎080・2524・8460）
消しゴムはんこ
月1回日曜日午後1時（2月は11日）、エ
スポアール、￥月1600円（初回のみ
2100円）。
問　「消しゴムはんこ寝屋川きのこ
サークル」・山下（☎828・5133）
日本画・水墨画
毎週金曜日午後1時～3時、中央公民
館、日本画・水墨画の講習、￥入会5000
円・月3500円（テキスト代含む）、初心者
及び見学歓迎。
問　「現代日本画研究会」・森岡（☎
826・2832）
フォークダンス
毎週火曜日午前10時～正午、中央公民
館、リズムに乗って楽しみましょう、女性
のみ、￥月1500円、初心者歓迎。
問　「赤いくつ」・坂東（☎829・0910）
ヨガ・ダンス
毎週水曜日①午後1時30分～2時30
分②午後3時～4時30分、市民会館、
40歳～70歳の人、￥1回750円（5回分
チケット3000円）、初心者歓迎、子連れ
可。
問　「ストレッチラテンダンス」・友成（☎
090・7366・6537）
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市民情報ひろば
【原稿締切日のお知らせ】
○４月号…２月７日（水）
○５月号…３月８日（木）
※￥は活動にかかる費用です。

イベント
コンサート
2月4日（日）午後1時（開場は午後0時
30分）、アルカスホール、ピアノ独奏・ク
ラシックギター・吹奏楽・コーラスなど、￥
1000円。
問　「寝屋川高校楽友会」・岸田（☎
080・3835・9528）
市民茶会
①2月4日②3月4日③4月1日④5月6日、
いずれも日曜日午前9時～午後3時（受
付は午後2時30分まで）、①～③市民
会館④成田山菅相庵、裏千家、￥1000
円。
問　「市茶道協会」・前田（☎380・
0470）
市民歴史講座
①2月9日午後1時30分、エスポアール、
「長尾・藤阪・津田の史跡、遺跡につい

て考える」②3月9日午後1時、JR長尾
駅前集合、「長尾・藤阪・津田の史跡、遺
跡を訪ねて」、正俊寺→伝王仁塚→藤
阪遺跡→藤阪窯跡→津田トッパナ遺跡
→JR藤阪駅解散（約6キロメートル）、い
ずれも金曜日、定員40人（先着順）、￥
①100円②200円。
申込　当日直接
問　「府文化財愛護推進委員寝屋川地
区」・石井（☎838・2308）
アートクレイクラフト（樹脂粘土）体験会
2月14日（水）午後1時～3時、香里ふれ
愛ハウス（寿町54番18号）、￥1500円。
問　ＮＰＯ法人「香里ふれ愛ハウス」・寺
本（☎090・3039・8410）
ハッピーバルーンフェスティバル
2月18日（日）午前11時～午後2時30分、
第五中学校、1500個の風船飛ばしに参
加しませんか、大道芸・和太鼓演奏・模擬
店もあります、収益は復興義援金として
寄附します。
問　実行委員会（ロイヤルライフ天寿
苑内☎829・8218）
書道入門講座
①やさしいボールペン習字…2月21日
～3月14日②祝儀袋の表と名前の書き
方…4月4日～25日、いずれも毎週水曜
日午前10時30分～正午（計4回）、木田
町公民館、￥2160円（資料代）。
申込・問　「市書道協会」・髙木（☎090・

3263・2241）
嚥下（えんげ）の仕組みを
学んで嚥下力アップ
2月24日（土）午後2時30分～3時30
分、社会福祉法人「百丈山合掌会」（成
田東が丘）、画像を交えた喉を鍛える運
動をします、65歳以上の市民30人（申
込順）、￥無料。
申込・問　「エイジレスヘルシーライフコ
ミュニティ」・吉田（☎833・0008）
春をよぶみんなのコンサート
2月24日（土）正午～午後3時、ルミエー
ルホール（門真市文化会館）、北河内の
作業所や施設の仲間が一同に集い、演
奏発表やカラオケなどを楽しみ交流を
深めます、￥無料。
問　「実行委員会」・川口（ようき・すなお
会内☎06・6993・5343）
バザーと物品提供のお願い
①バザー…3月4日（日）午前10時～午
後2時②物品受付…2月24日～3月2日
の午前10時～午後3時、いずれも総合
センター（出張引き取りもします）、日用
品・雑貨など（大型家具・人形ケース・パ
ソコン・テレビを除く）、収益は障害児者
の自立に役立てます。
問　「市障害児者を守る親の会」・岡田
（☎090・6671・4788）
さくらコンサート
3月10日（土）午後1時30分（開場は午

公共機関・団体

介護のしごと就職相談会と面接会
～情報収集、面談、面接をその場で～
住んでいる地域で介護の仕事と子育て
の両立を目指す人を応援します。寝屋
川市・枚方市・交野市内の8事業者（予
定）と面接できます。
2月20日（火）午後1時30分～4時30
分、枚方市市民会館、￥無料。
※託児コーナー、証明写真コーナーも
あります。詳しくは大阪福祉人材支援セ
ンターのホームページを見てください。
申込　当日直接
問　大阪府社会福祉協議会（大阪福祉
人材支援センター☎06・6762・9006）
労働相談のお知らせ
月～金曜日の午前9時～午後5時45分
（夜間相談は第4木曜日を除く毎週木
曜日午後8時まで、祝日のときは翌日）。
〇労働相談…（☎06・6946・2600）
〇セクハラ相談…（☎06・6946・2601）、
女性相談員も担当しています。
問　大阪府総合労働事務所（☎06・
6946・2600）
植木のせん定
平成30年度の植木せん定（刈り込み）
の申し込みを受け付けます。作業が会
員にとって危険なときや機材運搬車が
駐車できないときなどは断ることがあり

ます。
〇受付日時…3月1日～6日午前9時～
午後4時（土・日曜日を除く、申込順、電
話でのみ受付）
〇受付専用電話番号…☎830・0950
（複数回線ですが混み合います）
※3月7日（水）からは、問い合わせ先の
電話番号で受け付けます（土・日曜日を
除く）。
問　市シルバー人材センター（☎838・
1177）
府営住宅入居者総合募集
〇募集予定…新住宅（一般世帯向けな
ど）・空き家住宅（一般世帯向け・福祉世
帯向けなど）
〇申込書配布…2月1日～15日、市役
所総合案内・総合センター・保健福祉セ
ンターの1階受付、各シティ・ステーショ
ン（期間中は無休）、堀溝サービス窓口
（土・日曜日、祝日を除く）
申込・問　郵送で2月1日～15日＝消印
有効＝に大阪府営住宅寝屋川管理セン
ター日本管財株式会社（☎812・2860）
自動車の登録手続き
名義変更や廃車の手続きは比較的空い
ている2月～3月中旬に済ませましょう。
○登録手続き案内…大阪運輸支局（☎
050・5540・2058）・なにわ自動車検
査登録事務所（☎050・5540・2059）・
和泉自動車検査登録事務所（☎050・
5540・2060）
問　大阪運輸支局（☎050・5540・
2058）

行政書士日曜無料相談会
2月25日午後1時～3時、総合センター、
遺言・相続・成年後見・内容証明・示談書
の作成など。
申込　当日直接
問　「大阪府行政書士会枚方支部」・渋
谷（☎814・9920）
調停手続無料相談
2月21日（水）午前10時～正午、市広報
広聴課相談室、調停制度の利用につい
ての相談など。
問　大阪民事調停協会（☎06・6363・
3091）
不動産無料相談
2月13日・3月13日・4月10日、いずれも火
曜日午後1時～3時30分、京阪河内不
動産会館（寿町）、不動産の一般的な相
談など。
申込・問　電話で府宅地建物取引業協
会京阪河内支部（☎833・1119）
子どもと参加できる講演会
3月4日（日）午後2時～4時、中央公民
館、子どもの可能性を伸ばす10の黄金
法則、定員330人（申込順）、￥無料。
申込　2月23日（金）までに寝屋川青年
会議所ホームページ
問　「（一社）寝屋川青年会議所事務
局」（☎834・5121）
公開講座
3月①3日午前10時～午後2時40分、子
と親の楽しい化学教室（七宝焼き・ミク
ロの世界を探る・お風呂の入浴剤を作ろ
うなど）、小学校4年生～6年生の子ど


