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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】
○6月号…4月7日（水）
○７月号…５月13日（木）
※￥は活動にかかる費用です。

イベント
花畑開放
4月12日～19日の午前10時～午後3

時（19日は正午まで）、保健福祉セン
ター、寄せ植えの販売と苔玉教室。
問　「園芸福祉ボランティアらぶ」・鈴木
（☎888・2084）

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、無料体験あります。
申込・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、
無料体験あります。
申込・問　「関西吟詩文化協会寝屋川

支部」・田中（☎090・8538・6998）
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。
申込・問　「則川会」・藤井（☎829・
6151）
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4000円、無料体
験あります。
申込・問　「ニイハオサークル」・森脇
（☎832・6689）
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
リエーションで楽しく脳トレ、￥月800円
（本代1210円が別に必要）。

申込・問　「ぽこ・あ・ぽこ」・田辺（☎
090・9616・0098）
着物着付け
月3回午前10時～正午、市民会館・保健
福祉センター、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。
申込・問　「前結び着付けサークル」・伊
藤（☎090・9711・9049）
剣道
毎週①火・金・土曜日午後7時～8時45
分②日曜日午前9時～正午、市民体育
館・桜小学校など、幼児～大人、￥入会
3000円・月3000円。
申込・問　「東脩館」・加藤（☎812・
3631）
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、子どもは毛筆もあります、￥月①
2200円②1600円。
申込・問　「筆ペン同好会」・岡本（☎
090・5066・9644）
電子ロボット工作教室
5月～12月の第３日曜日午後2時～3時30
分（計8回）、市民会館、小学校3年生～高
校生①電子工作コース15人②ロボット
製作コース10人③プログラミングコース
10人（いずれも申し込みが多いときは抽
選）、￥①2万5000円②③3万円。
申込・問　4月20日（火）までに子どもの
氏名、住所、電話番号、希望コースを書
いてFAXで「寝屋川ロボット教室」・熊沢
（☎080・1517・6074、ＦＡＸ８２１・０８８４）
※FAXで申し込み後、申込書を郵送しま
す。

公共機関・団体
求人募集はハローワーク枚方へ
即戦力の確保や新たなビジネスへの参
入などを検討する際に活用してください。
「求人者マイページ」を開設すると、自
宅やオフィスから24時間いつでも求人
募集ができます。
問　ハローワーク枚方事業所サービス
部門（☎841・3363部門コード31＃）
障害者の法定雇用率引き上げ
3月から民間企業の障害者の法定雇用
率が2.3％に引き上げられました。障害に
関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職
業をとおして社会参加のできる「共生社
会」実現の理念の下、全ての事業主には、
法定雇用率以上の割合で障害者を雇用
する義務があります。
問　ハローワーク枚方専門援助部門
（☎841・3363部門コード42#）
改正高年齢者雇用安定法の施行
改正高年齢者雇用安定法が4月から施
行されることに伴い65歳までの雇用確保
（義務）に加え70歳までの就業確保措
置の実施が「努力義務」となります。
〇対象となる事業主…定年を65歳以上
70歳未満に定めている事業主・65歳ま
での継続雇用制度（70歳以上まで引き
続き雇用する制度を除く）を導入してい
る事業主

問　ハローワーク枚方事業所サービス
部門（☎841・3363部門コード31#）
寝屋川公園イベント
＜わくわくフリー・ド・ライブ（桜ライブ）＞
4月4日（日）午前10時～午後4時＝雨天
中止、アコースティックギターの弾き語り
やバンド演奏、￥無料。
＜よもぎ団子を作ろう＞
4月17日（土）午前10時～正午＝小雨決
行、園内でよもぎを摘んでよもぎ団子を
作ります、親子20人（申込順）、マスク・エ
プロン又は汚れてもいい服・必要なら飲
み物、4歳以上1人￥100円。
　　※　　　　　　　　　　　※
※駐車場は有料です。
申込・問　電話で寝屋川公園管理事務
所（☎824・8800＝午前9時～午後5時）
深北緑地イベント
＜深北の日（ボランティアデー）＞
4月4日（日）午前9時30分～10時30分、
ごみ拾い清掃。
＜ポケットマルシェ＞
4月10日～11日の午前10時～午後4時、
雑貨やハンドメイド・木工製品・フラワー・
フードの販売。
＜ふかきたまちかどプランツ＞
4月11日（日）…菜の花摘み（球根掘り）・
29日（祝）…段々花壇作り、いずれも午
前10時～11時。
＜フィカタックのチャレンジミッション＞
4月18日（日）午前10時～11時、ミッション
「春のお花探し」をクリアしよう。

　　※　　　　　　　　　　　※
いずれも雨天中止、￥無料。
申込　当日直接
問　深北緑地管理事務所（☎877・
7471）
行政書士日曜無料相談会
4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・問　電話で「大阪府行政書士会
枚方支部」・渋谷（☎814・9920）
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。
申請・問　申請書を郵送又はＦＡＸで4
月30日（金）＝消印有効＝までに寝屋

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）
わんぱく相撲寝屋川春場所
5月16日（日）、4歳～小学校3年生…午
前9時（受付は午前8時から）・小学校4
年生以上…午後1時30分（受付は午後
0時30分）、南寝屋川公園、￥無料。
※詳しくは、寝屋川青年会議所ホーム
ページを見てくださ
い。
申込・問　寝屋川青
年会議所事務局（右
のQRコード、☎834・
5121＝平日午後1時～5時30分）
石綿による疾病の補償・救済
業務により石綿を吸い込むことが原因で
中皮腫などの石綿による疾病を発症し
たときには、特別遺族給付金の対象とな
りますので、都道府県労働局又は労働
基準監督署に相談してください。
問　労災保険相談ダイヤル（☎0570・
006031）
看護師の復職支援プログラム
6月2日（水）から２か月間、週2回午前10
時20分～午後3時10分（予定）、在宅実
習・演習あり、現在離職中で現場復帰を
目指す看護師10人、￥無料。
申込・問　4月12日（月）から申請書を郵
送で関西医科大学看護キャリア開発セ
ンター（〒573―1191枚方市新町二丁

目3番1号☎804・0101）
労働基準監督官採用試験
〇第1試験日…6月6日（日）
〇対象…平成3年4月2日～12年4月1日
生まれの人又は12年4月2日以降生まれ
の人で大学を卒業した人（卒業見込み・
人事院が同等の資格があると認めた人
も含む）
〇職務内容…労働条件の確保・改善・働
く人の安全や健康の確保を図ることを
任務とする厚生労働省の専門職員（国
家公務員）
申込　4月7日（水）までに人事院ホーム
ページから
問　大阪労働局総務部総務課人事第1
係（☎06・6949・6482）
宅地建物取引業人権推進員制度
府は、宅地建物取引でのあらゆる人権
問題差別をなくすため、業界団体と連
携し、宅建業者の従業者を対象に「宅
地建物取引業人権推進員」を養成して
います。人権推進員を設置している店
には、下のステッ
カーを掲示してい
ます。
問　府住宅まち
づくり部建築振興
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（休）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。取材をとおして平和の尊さに
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年生と保護者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。
申込・問　申込書をはがき又はメールで
5月7日（金）＝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）
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・場所…4月1日～15日、
市役所総合案内、保健福祉センター1
階受付、池の里市民交流センター、各
シティ・ステーション、堀溝サービス窓口
（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4月1日～15日
＝消印有効＝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（☎
812・2860）

　「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。


