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問　「英会話ブルーベリー」・吉田（☎
822・1874）
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、無料体験もあります。
問　「スペイン語サークルe―スマイ
ル」・竹下（☎380・7907）
大人・筆ペンとボールペン、子ども
かきかた
①大人…第1・3水曜日午前10時～正
午・午後1時～3時②子ども（4歳～中学
生）…午後3時～5時、市民会館、￥月①
2000円②1500円。
※子どもは毛筆もあります。
申込・問　「筆ペン同好会」・岡本（☎
090・5066・9644）
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、帯を前で
結びます、￥月1000円、初心者歓迎。
問　「前結び着付け研究会」・宮原（☎
090・4566・6446）
将棋・囲碁
毎週水・木・金曜日午後1時～5時、西高
齢者福祉センター、市内在住の60歳以
上の人、￥年1000円。
問　「西棋会」・村田（☎090・3289・
6975）
将棋・囲碁
毎週月・火曜日正午～午後6時、池の里
市民交流センター、市内在住の人（初
級・中級者中心）、￥年4000円。
問　「棋楽会」・村田（☎090・3289・
6975）
囲碁
毎週火・金曜日正午～午後5時、東高齢
者福祉センター、市内在住の60歳以上
の有段者歓迎、￥無料。
問　「東碁友会」・荒添（☎820・4343）
古典文学
第1・3金曜日午後1時30分～4時、エスポ
アール、中世文学「太平記」の解読を楽し

みませんか、￥6か月3600円、見学歓迎。
問　「寝屋川歴史科学研究会」・中原

（☎827・2553）
社交ダンス
月4回木曜日午後7時～8時45分、エス
ポアール、プロの講師が指導、初級・中
級クラス、￥月3500円。
問　「フェニックス」・座光寺（☎090・
6902・6728）
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1000
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）」・森（☎827・5784）
社交ダンス
月4回月曜日午後1時30分～3時30分、
エスポアール、￥入会1000円・月2500
円、見学・体験無料、中級程度の人歓
迎。
問　「シザーの会」・赤川（☎828・6949）
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」・松原（☎829・
8036）
ヨガとリズムダンス
毎週水曜日午後1時30分～2時40分、
市民会館、40歳～75歳の人、￥月2400
円、体験無料、初心者歓迎。
問　「ストレッチラテンダンス」・友成（☎
090・7366・6537）
和太鼓
月3回日曜日午前9時～正午、エスポ
アール、和太鼓の好きな高校生～50歳
の人、￥月3000円、見学・体験歓迎（予
約が必要）。
問　「和太鼓雅」・内田（☎090・8756・
1233）

ハワイアンフラ
毎週木曜日又は土曜日午後6時、アルカ
スホール、￥1回800円。
※詳しくは問い合わせてください。
問　「FUKIKO Namakahinu フラス
タジオ」・五百崎（☎０９０・1240・4369）
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）
太極拳
毎週①月曜日午前10時～11時30分、
市民体育館、初心者簡化・32式剣②火
曜日午前10時～午後3時、エスポアー
ル、中級者簡化・伝統楊式、いずれも￥
月2500円、見学・体験歓迎。
問　「寝屋川市太極拳協会」・喜多（☎
827・6426）

　「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。

〇助成予定金額（1件）…団体＝10万
円・個人＝5万円
申請・問　郵送で4月26日（金）＝消印
有効＝までに株式会社りそな銀行信
託ビジネス部公益信託担当（〒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・
3359）
※申請書は、電話で株式会社りそな銀
行信託ビジネス部公益信託担当へ請
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。
調停手続無料相談
４月17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、定員３人（申込順）。
申込・問　電話で４月11日（木）までに大
阪民事調停協会（☎06・6363・3091＝
火・木曜日午前10時～午後4時）
不動産鑑定士による無料相談会
4月20日（土）午前10時～午後4時（受
付は午後3時30分まで）、守口文化セン
ター（エナジーホール）、不動産について
の悩みなど。
申込　当日直接
問　 府 不 動 産 鑑 定 士 協 会（☎0 6・
6203・2100）
ニコニコ基金
寝屋川ロータリークラブは、心温まる住

みよいまちづくりを支援します。
○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
申請・問　申請書を郵送又は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、ＦＡＸ
801・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。
学生対象の職業体験
4月20日（土）午前10時～午後4時、摂
南大学寝屋川キャンパス、地元寝屋川
のいろいろな仕事を体験したり、体験談
を聞けます、定員300人（先着順）、￥無
料。

申込　当日直接
問　一般社団法人「寝屋川青年会議
所」（☎834・5121）
わんぱく相撲寝屋川春場所
5月19日（日）午前10時（受付は午前9時
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＝平日午後1時～5時30分）
定期演奏会
４月27日～28日の午後2時（開場は午後
1時30分）、大阪国際大学奥田メモリア
ルホール（守口市藤田町）、いろんなジャ
ンルの曲とオリジナル劇、￥無料。
問　「大阪国際大和田中・高等学校吹
奏楽部」・田阪（☎06・6904・1118）
寝屋川公園イベント
＜よもぎ団子を作ろう＞
4月20日（土）午前10時～正午＝少雨決
行、親子30人（申込順）、￥4歳以上1
人100円、エプロン又は汚れても良い服
装、飲み物を持って来てください。
※駐車場は有料です。
申込・問　4月17日（水）までに直接窓口
又は電話で寝屋川公園管理事務所（☎
824・8800＝午前9時～午後5時）
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市民情報ひろば
【原稿締切日のお知らせ】
○6月号…4月2日（火）
○7月号…5月13日（月）
※￥は活動にかかる費用です。

イベント
花畑開放
4月8日～18日の午前10時～午後3時、
保健福祉センター、寄せ植え・草花など
の苗を展示・販売、こけだま教室を開きま
す。
問　「園芸福祉ボランティアらぶ」・鈴木

（☎888・2084）
カラオケ・フラダンス発表会
4月10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）
ねやがわ福祉まつり
4月13日（土）午前10時30分～午後1
時30分、おおさかパルコープ寝屋川組
合員会館（大利町）、マジックとバルーン
アート・笑いヨガ・おもちゃ作り・福祉用具
の展示・介護相談・福祉作業所の製品
販売・模擬店など。
問　おおさかパルコープねやがわ福祉
まつり実行委員会（組合員サービスセン
ター☎0120・299・070）
カウンセラー養成講座体験・説明会
4月16日…午前10時30分～正午・23日
…午前10時30分～正午・午後7時～8時
30分、いずれも火曜日、ラポールひらか
た、対人関係など、心理学を中心とした
心の働きを学習します、￥無料。
申込・問　NPO法人「京阪総合カウン
セリング」（☎814・7140）

NEYAGAWA☆エンタ☆カップ
4月20日（土）午前10時～午後7時、市
民会館、ダンス・歌・お笑いコンテスト、￥
観覧無料・出演1500円。
※司会や出店をやってみたい幼稚園児～
大人募集（保険・飲食代として1000円必
要）。
問　「hikariサークル」・いたば（☎090・
5044・8350）
子ども服リサイクル100円バザー
4月14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…4月8日～13
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）
春バザー
4月27日（土）午前10時、市民会館、日用
品・食器・雑貨・衣料・古着など。
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）
記念コンサート
5月19日（日）午後2時（開場は午後1時
30分）、アルカスホール、￥無料（整理券
が必要）。
問　「レ・サンドリオン」・雨河（☎820・
1822）

募　集
詩吟
第2・4金曜日午後2時～4時30分、三井
が丘五丁目（詳しくは問い合わせてくだ
さい）、ストレス解消や歴史の勉強・出前
吟など、￥月1500円、無料体験あり。
問　「浪速岳風会」・小寺（☎090・
3857・0626）
詩吟
毎週火曜日午後1時～3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）
詩吟
月2回日曜日午前10時、東香里園町、衰え
てくる声力を取り戻しましょう、￥月2000円。
問「幸吟会」・黒川（☎396・5840）
詩吟
第1・3水曜日午後2時～5時、エスポアー
ル、流派を問わない創作漢詩・出前吟な
ど、￥月1000円、無料体験あり。
問　「新興吟詠会」・谷口（☎828・1819）
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）
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）
ピアノ
月3回木曜日①午前10時～11時②午前
11時～正午、エスポアール、連弾や独奏
の練習、￥入会1000円・月2800円、初
心者・見学歓迎。
問　「ピアノサークルおたまじゃくし」・廣
田（☎080・1440・5973）
英会話
月3回火曜日午後1時15分～2時45分、
エスポアール、アメリカ人講師と楽しく学
習します、￥月3000円、見学歓迎。
問　「英会話ウィズ」・水谷（☎834・
4450）
英会話
月4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。

公共機関・団体

介護職セミナー
4月13日（土）正午～午後1時、京橋ツイ
ン21MIDタワー20階、介護職のやりが
いや魅力・体験談などを座談会形式で
行います、午後１時からは「介護と福祉
の就職フェア」があります、定員50人（申
込順）。
申込・問　ハローワーク枚方（☎841・
3363＝平日午前8時30分～午後5時15
分）
府営住宅入居者総合募集
〇募集…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）
〇申込書配布日時・場所…４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、堀溝サー
ビス窓口（土・日曜日、祝日は除く）、各シ
ティ・ステーション（期間中は無休）
申込・問　郵送又は市ホームページ「電
子申請」から4月15日（月）＝消印有効
＝まで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）

宅地建物取引業人権推進員制度
府は、宅地建物取引での土地差別や入
居差別などをなくすため、業界団体と連
携し、「宅地建物取引業人権推進員」の
養成に取り組んでいて、市も協力してい
ます。
人権推進員を設置す
る宅地建物取引業者
は右のステッカーが
掲示され、従業員に
人権についての教育
や啓発を行い、人権
意識の高揚に取り組
んでいます。
問　府建築振興課（☎06・6941・
0351）
長崎への平和の取材
「親子記者」参加者を募集
8月9日（金）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人と保護者1人の9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。
◎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。
申込・問　申込書をはがき又はメールで
5月7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）
要約筆記者養成講座
6月15日～12月7日の午後1時～5時（計
21回）、府障がい者社会参加促進セン
ター（大阪市天王寺区生玉前町）、府内
在住・在職・在学の人で要約筆記者とし
て活動する意思のある人①手書きコー
ス②PCコースいずれも20人程度（受講
判定試験があります）、￥無料（テキスト
代が必要）。
申込・問　受講申込書を郵送又は府
ホームページで5月10日（金）＝消印有
効＝までに府民お問合せセンター「要約
筆記者養成講座」係（〒540―8570住
所不要☎06・6910・8001＝平日午前9
時～午後6時）
寝屋川ふれあい基金
〇交付予定…７月
〇対象…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
体又は個人②高齢者の社会教育活動
を行う団体又は個人


