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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】
○８月号…６月10日（木）
○９月号…７月９日（金）
※￥は活動にかかる費用です。

イベント
絵画教室
絵画教室…6月7日・21日①午前9時～
正午…鉛筆デッサン②午後1時～5時…
油彩・水彩、いずれも月曜日、市民会館、
1回1200円、作品展…8月27日～9月
1日の午前10時～午後6時、市民ギャラ
リー、￥無料。
問　「伊郷絵画教室」・伊郷（☎090・
2286・2799）

ボーイスカウト１日体験
6月13日（日）午前10時～午後1時＝雨
天中止、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）
寝屋川愛石展
7月3日～4日の午前9時～午後４時、市
民会館、自然石に興味のある人、造形美
などの観賞を楽しんでください、￥無料。
問　「寝屋川愛石同好会」・山口（☎
823・6569）

募　集

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。
申込・問　「英会話ブルーベリー」・宮田
（☎090・1907・1125）
フラダンス
毎月第1～3金曜日①午後6時15分～7
時15分…初心者②午後7時30分～9時
…経験者、いずれもアルカスホール、￥

月5500円、基礎から丁寧に指導します。
申込・問　「寝屋川サークルマヒナ」・吉
岡（☎090・3924・8654）

公共機関・団体
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…6月1日～15日、
市役所総合案内、保健福祉センター、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
日は除く）
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6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）
府介護支援専門員実務研修受講
試験要領（受験申込書）の配布
○受験資格…医師、看護師、介護福祉
士などの試験対象の国家資格などに基
づく業務及び相談援助業務のうち、施設
などに必ず置かなければならない相談
援助業務に5年以上かつ900日以上の
実務経験がある人
○配布時期…6月1日～28日
○配布場所…市保健所、市高齢介護
室、市役所（市民情報コーナー）、保健福
祉センター、各シティ・ステーション
○試験日時…10月10日（日）午前10時
○受験料…1万3800円

申込　郵送（簡易書留のみ）で６月28日
（月）＝消印有効＝までに大阪府地域福
祉推進財団ケアマネ係（〒542―0012
大阪市中央区谷町七丁目4番15号大
阪府社会福祉会館2階）
問　大阪府地域福祉推進財団（☎06・６
７６３・８０４４）
創業プレセミナー
6月20日（日）午後1時～3時、守口門真
商工会館（門真市殿島町）、創業に興味
がある人又は創業を考えている人20人
（申込順）。
申込・問　守口門真商工会議所（☎06・
6909・3303）
地域活性化セミナー
6月24日（木）午後1時～3時、枚方T―

SITE（枚方市岡東町）、「後継者がいな
い中小企業のМ＆A“第三者事業承継”
とは？」、第三者事業承継やM&Aに興
味がある人又は事業承継を考えている
人35人（申込順）。
申込・問　北大阪商工会議所寝屋川支
所（☎828・5151）
6月は「就職差別撤廃月間」
就職の面接で、本人又は家族の出身地
や職業、思想・信条などについて質問す
ることは、本人に責任のない事項や本来
自由であるべき事項で応募者を判断す
ることになり、就職差別につながる恐れ
があります。
府では、6月を「就職差別撤廃月間」と定
め、啓発事業に取り組んでいます。就職
の機会均等を保障することの大切さにつ
いて皆さんの理解をお願いします。
問　府商工労働部雇用推進室労働環
境課（☎06・6210・9518）
里親個別相談会
子どもたちを自分の家庭に迎え入れ、温
かい愛情と正しい理解でその成長をサ
ポートする人が「里親」です。子どもたち
の健全な成長のため、そして明るい未来
のために「里親」になりませんか。
○日時…6月12日（土）午前10時～正午
○場所…島本町ふれあいセンター（大
阪府三島郡島本町桜井三丁目）
問　大阪水上隣保館児童養護施設遙
学園・木部（☎075・961・0041）
税務署職員採用試験
○試験日・科目…第1次・9月5日（日）…
基礎能力・適性・作文試験、第2次・10月
13日～22日の指定する日…人物試験・
身体検査
○受験資格…次のいずれかに該当する人
①高校又は中等教育学校を卒業見込み
又は平成30年4月1日以降に卒業した人
②人事院が①に掲げる人に準ずると認
める人
※詳しくは、大阪国税局に問い合わせて
ください。

申込　6月21日～30日に人事院ホーム
ページ
問　大阪国税局人事第二課試験係（☎
06・6941・5331）又は枚方税務署総務
課（☎844・9521）
深北緑地イベント
＜ポケットマルシェ＞
6月12日～13日の午前10時～午後4時
＝雨天中止、雑貨やハンドメイド・木工製
品・花・食べ物の販売、￥無料。
申込　当日直接
問　深北緑地管理事務所（☎877・
7471）
寝屋川公園イベント
～星に願いを！寝屋川公園で七夕の
笹飾り～
6月12日～7月6日、寝屋川公園、短冊に
願い事を書いて竹に飾り付けをします、
￥無料（駐車場は有料）。
※短冊と筆記用具設置は午前9時～午
後5時です。
問　寝屋川公園管理事務所（☎824・
8800）
学校説明会
7月10日（土）①午前10時～11時②午
後0時45分～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　6月15日（火）からホームページ
問　府立大学工業高等専門学校学務課
（☎821・6401）
東大阪「ぎせんこう」10月入校生募集
〇入校日…10月12日（火）
〇試験日…8月6日（金）
〇募集学科…機械加工営業科・機械
CADデザイン科
〇対象…15歳以上
〇選考方法…学科試験（国語・数学）と
面接
申込　6月7日～7月16日に居住地管轄
のハローワーク
問　府立東大阪高等職業技術専門校

（☎964・8836）
行政書士日曜無料相談会
6月13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）
寝屋川警察からのお願い
外国人の適正な雇用と不法就労・不法
滞在防止に協力をお願いします。
〇就労資格のない外国人を不法就労さ
せたり、あっせんしたりすると出入国管理
及び難民認定法に定める「不法就労助
長罪」に問われます。
〇不法就労させたり、不法就労をあっせ
んしたりする外国人事業主は退去強制
の対象となります。
〇外国人労働者の雇い入れ又は離職
時に必要な届け出をしなかったり、虚偽
の申告をしたりすると30万円以下の罰
金に処されます。
問　寝屋川警察署（☎823・1234）
国家公務員採用一般職試験
（高卒者試験）
〇試験区分…事務・技術・農業・農業土
木・林業
〇受験資格…次の①②のいずれかに該
当する人①4月1日現在、高校又は中等
教育学校を卒業した日の翌日から起算し
て2年を経過していない人及び令和4年
3月までに高校又は中等教育学校を卒
業見込みの人②人事院が①に準ずると
認める人
〇第１次試験日・場所…9月5日（日）、大
阪市ほか4市（近畿管内）
※受験案内は人事院ホームページに掲
載しています。
申込　6月21日～30日に人事院ホーム
ページ
※ホームページで申し込みができないと
きは問い合わせてください。
問　人事院近畿事務局（☎06・4796・
2191）

　「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。


