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市民情報ひろば、公共機関・団
体に掲載しているイベントは、
新型コロナウイルスの影響で中
止又は内容が変更となる場合が
あります。事前に各団体にご確
認いただくようお願いします。

市民情報ひろば

【原稿締切日のお知らせ】
○12月号…10月８日（木）
○１月号…11月９日（月）
※￥は活動にかかる費用です。

イベント
寝屋川戦争・原爆展・講演会
10月11日（日）午後１時30分～４時30
分、市民会館、広島・長崎での被爆証言
と講演会、￥無料。
問　実行委員会（☎828・4730）
脳卒中当事者情報交換会
10月17日（土）午前10時～正午、市民
会館、市周辺在住の脳卒中当事者とそ
の家族で医療・リハビリ・生活についての

情報が欲しい人、￥一家族500円。
問　「寝屋川脳卒中当事者・家族の
会」・おさ（☎090・4294・5866）
カウンセラー養成講座体験・説明会
10月23日（金）午前10時30分～正午・
28日（水）午前10時30分～正午・午後7
時～8時30分、いずれもラポールひらかた
（枚方市新町）、対人関係など、心理学
を中心として心の働きを学習します、定
員15人（申込順）、￥無料。
申込・問　NPO法人「京阪総合カウン
セリング」（☎814・7140）
障害児者のための教育・進路懇談会
10月24日（土）午後2時～4時30分、保健
福祉センター、①寝屋川の支援教育の現
状②⑴就学前⑵中学校・高校、￥無料。
◎一時保育を行います。
問　「障害児者教育進路懇談会実行委
員会」・辰巳（☎823・0475）
秋の星空・惑星ナイト
10月24日（土）午後6時～7時30分、イオ
ンモール四條畷L駐車場、望遠鏡で火
星・木星・土星・月を観察、星空案内人に
よる解説あり、小学生以下の参加は保
護者同伴、￥無料。
問　「ほしの学校☆大阪」・木村（☎

090・4270・9557）
市民傾聴基礎講座
11月2日（月）午後1時30分～4時、市民
会館、定員20人、￥無料。
申込　往復はがきに住所、氏名、年齢、
電話番号を書いて、10月19日（月）＝必
着＝までに傾聴ボランティア「14の耳」
（〒572―8566池田西町24番5号、池
の里市民交流センター内市社会福祉協
議会）
問　傾聴ボランティア「14の耳」・久保山
（☎050・5435・4016）

募　集
大人・筆ペンとボールペン、子ども
かきかた
第1・3水曜日①大人…午前10時～正
午・午後1時30分～3時30分②子ども（4
歳～中学生）…午後3時30分～6時、市
民会館、￥月①2200円②1600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）
中国語
第1～3水曜日午前10時～正午、エスポ
アール、漢字のおもしろさを学びません

か、中級までの人、￥月4500円、無料体
験あります。
問　「ニイハオサークル」・森脇（☎832・
6689）
童謡・唱歌・昭和歌謡
月1回①第4火曜日…香里園会場（東香
里園町）②第4水曜日…エスポアール、
いずれも午前10時～11時30分、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1210円が別
に必要）。
問　「ぽこ・あ・ぽこ」・田辺（☎090・
9616・0098）
俳句
第2木曜日午後0時30分～3時、産業振
興センター、￥3か月2000円。
問　「文化俳句会」・三宅（☎090・
4091・6624）
写真
第2日曜日午後1時30分～4時、市民活
動センター、￥入会2000円・月1000円
（女性は500円）。
問　「写団・四季」・田中（☎828・1833）
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）
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
第1・3・4火曜日午後1時～4時、市民会
館、漢詩・和歌・俳句を詠みましょう、￥
入会500円・月2000円。
問　「則川会」・藤井（☎829・6151）
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・8752・
0336）
ポジティブ・ヨガ
月3回火曜日午後1時30分～2時45分、
市民会館、講師＝古田イチ子さん（インド
政府公認ヨガ講師）、健康と美容のため

にヨガを楽しみませんか、初心者歓迎、
￥月3000円、無料体験あり。
問　「ナマステヨガサークル」・杉本（☎
090・3862・8870）

公共機関・団体
労働相談センター
「賃金を払ってくれない」「職場でのハラ
スメントに悩んでいる」など、いろいろな
労働相談ができます。
○日時…月～金曜日の午前９時～午後６
時（午後０時15分～１時を除く）、毎週木
曜日午後８時まで
○場所…エル・おおさか南館（大阪府労
働環境課）
○相談方法…電話又は窓口
問　労働相談（☎06・６９４６・２６００）、セ
クハラ・女性相談（☎06・6946・2601）
大阪府最低賃金据え置きのお知らせ
10月1日からの大阪府最低賃金は時間額
964円で据え置きです。
◎大阪府最低賃金は、パート、アルバイト
などを含むすべての労働者に適用されま
す。
◎特定の産業の労働者については、産
業別最低賃金が適用されます。

問　大阪労働局労働基準部賃金課（☎
06・６９４９・６５０２）又は北大阪労働基準
監督署（☎072・391・5825）
府営住宅入居者総合募集
○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）
○申込書配布日時・場所…10月1日～
15日、市役所総合案内、保健福祉セン
ターの1階受付、池の里市民交流セン
ター、堀溝サービス窓口、各シティステー
ション（土・日曜日、祝日を除く）
申込　郵送又は府ホームページ「く
らし・住まい・まちづくり」から10月15日
（木）＝消印有効＝までに府営住宅入居
申込担当窓口
問　府営住宅寝屋川管理センター（☎８
１２・２８６０）
無料公証相談所の開設
遺言、任意後見、離婚に伴う養育費の
支払い、金銭消費貸借、土地建物の賃
貸借契約などの公正証書に関する相談
や離婚時の年金分割の合意書、会社定
款、確定日付などの相談に応じます。

○日時…10月５日（月）午後１時～４時
○場所…市役所１階広聴担当相談室
○相談員…大阪府下の公証人
申込　当日直接
※そのほか大阪府下の各公証役場で毎
日午前９時30分～午後４時30分に受け
付けています。
問　橋本（☎06・６７６３・３６４８）
寝屋川青年会議所10月度公開例会
10月25日（日）午後2時～4時、市立南小
学校、楽しいサイエンスショー、世界一空
気砲の体験など、定員
100人、￥無料。
※詳しくはホームペー
ジを見て下さい。
問　寝屋川青年会議
所事務局（☎834・5121）
10月は里親月間です
家族と暮らせない子どもを一定期間家
庭に迎え入れる「は
ぐくみホーム」を募
集しています。温か
い愛情と正しい理解
で子どもの成長をサ

　「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、詳しくは企画三
課に問い合わせてください。

ポートしませんか。
＜相談窓口＞
令和3年1月17日（日）午後1時30分～4
時、ふれあいプラザ香里。
※詳しくは問い合わせてください。
問　「大阪水上隣保館児童養護施設遙
学園」・木部（☎075・961・0041）
深北イベント
＜①まちかどプランツ＞
10月10日…コスモスの刈り取り・24日…
レンゲの種まき、いずれも土曜日午前10
時～11時。
＜②深北の日（ボランティアデー）＞
10月11日（日）午前9時30分～10時30
分、外環沿いごみ拾い。
＜③フィカタックのチャレンジミッション＞
10月18日（日）午前10時～11時、ドング
リを探せ、正式隊員になろう、定員15人
（先着順）。
＜④レンコン掘り隊＞
10月25日（日）午前10時～正午、レンコ
ン掘り体験、定員８グループ（申込順）。
　　※　　　　　　　　　　　※
いずれも雨天中止、￥①～③無料④1グ

ループ500円。
申込　①～③当日直接④10月5日（月）
から電話
問　深北緑地管理事務所（☎877・
7471＝午前10時～午後5時）
行政書士日曜無料相談会
10月4日午後1時～3時、アルカスホー
ル、遺言書・相続・成年後見・内容証明の
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）
市民健康セミナー
10月28日（水）午後1時30分（受付は午
後1時から）、松下記念病院（守口市外
島町）、口の中にも腫瘍はできます①こ
れってがん？②お口から全身すこやか、定
員50人（先着順）、￥無料。
申込・問　松下記念病院患者支援連携
センター（☎06・6992・5373＝平日午後
1時～4時）
ハロウィンジャンボ宝くじ
ハロウィンジャンボ宝くじの収益金は、市
町村の明るく住みよいまちづくりに使わ

れます。府内の宝くじ売り場で購入してく
ださい。公式サイトでも販売しています。
○販売価格…1枚300円
○発売期間…9月23日～10月20日
問　（公財）大阪府市町村振興協会（☎
06・6941・7441）
学校説明会
11月21日（土）①午前10時～11時②午
後1時～2時③午後3時～4時、府立大学
工業高等専門学校、中学生と保護者各
35組（申込順）、￥無料。
※詳しくはホームページを見てください。
申込・問　10月26日（月）から府立大
学工業高等専門学校総務課（☎821・
6401）
不動産鑑定士による無料相談会
10月17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（守口市河原町）、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（☎06・
6203・2100）


