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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】
○11月号…９月９日（木）
○12月号…10月11日（月）
※￥は活動にかかる費用です。

イベント

市民歴史講座
①9月10日、「旧街道の面影を求めて」、
コース…埋蔵文化財資料館集合→打

上・四辻→寝屋古墳→東高野街道→正
法寺→寝屋バス停②10月8日、「石宝殿
古墳と北河内の終末期古墳」…エスポ
アール③11月12日「菅原神社本殿の特
徴と彩色」…菅原神社、いずれも金曜日
午後1時30分、定員40人（先着順）、￥
①200円②③100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）

募　集

前結び着付け
毎週①火曜日午前10時～11時30分・
午後1時30分～3時…市民会館②木曜
日午前10時～11時30分…保健福祉
センター、帯を前で結びます、初心者歓
迎、￥6回3000円。
申込・問　「前結び着付け研究会」・高島

（☎080・2525・8281）
写し絵
毎週①水曜日午前9時～11時…市民活
動センター②木曜日午後1時～3時…池
の里市民交流センター、写仏など、高齢
者歓迎、￥１回300円。
申込・問　「写仏愛好会」・久川（☎
826・7999）
歴史を学ぶ会
第3水曜日午後1時30分～3時30分、市
民会館、講師は大学教授・明日香村発掘
担当者など、広範囲な歴史にロマンを求
めませんか、￥6か月2500円。
申込・問　はがきに住所、氏名、年齢、電
話番号を書いて9月28日（火）＝必着＝
までに「歴史を学ぶ会」・山本（〒572―
0013三井が丘五丁目2番95―202号
☎823・9531）
英会話
月3回火曜日午後1時30分～3時、エス

ポアール、アメリカ人講師と楽しく学習し
ます、見学歓迎、￥月3000円。
申込・問　「英会話ウィズ」・水谷（☎
834・4450）
詩吟
毎週木曜日①午前10時～正午…本町3
番6号②午後7時～9時…エスポアール、
健康のために大きな声を出しましょう、
￥入会1000円・月2500円、無料体験あ
り。
申込・問　「関西吟詩文化協会春詠支
部」・有村（☎090・9056・0752）
子ども和太鼓
月2回水曜日、午後6時～7時30分、エス
ポアール、小学生～中学校2年生、￥月
2500円、見学・体験は予約が必要。
申込・問　「雅っ鼓」・内田（☎090・
8752・0336）
混声合唱
第2・4水曜日午後2時30分～4時30分、

香里カトリック教会（東香里園町）、世界・
日本の有名な曲を日本語で歌いましょ
う、￥入会500円・月2000円。
申込・問　「OSCメイト」・山下（☎090・
9549・4226）
ピアノ
月2回①水曜日午後1時～5時…エスポ
アール②水曜日午後1時～2時30分・土
曜日午前9時～11時30分…香里園会
場、いずれも4歳～大人で初心者・初級
者、￥月2500円。
申込・問　「ぴあのらんど」・田辺（☎
090・9616・0098）
オーケストラ
第1・3土曜日午後6時～9時、市民会館、
バイオリン・チェロ・コントラバス・トランペッ
ト・トロンボーン・パーカッションを募集し
ます、￥入会3000円・月2500円。
申込・問　「寝屋川市民管弦楽団」・岡野
（☎090・7555・6049）

公共機関・団体

起業について学べるセミナー
9月18日（土）午後2時～4時、枚方T―
SITE4階イベントスぺース（枚方市岡
東町）、女性の起業・創業に興味がある
人又は創業を考えている人35人（申込
順）。
申込　枚方T―SITEホームページ
問　北大阪商工会議所（☎843・5154）
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。
〇日時…月～金曜日の午前９時～午後６
時（午後０時15分～１時を除く）
〇場所…エル・おおさか南館3階（府労
働環境課）
〇相談方法…電話又は面談、オンライン
問　府労働環境課（☎06・6946・2600）
寝屋川ふれあい基金の交付
寝屋川ふれあい基金募金運動推進協
議会（西岡寛明会長）は市内で社会教
育活動をしている3団体にふれあい基金
の助成金の交付を決定しました。
同協議会は、昭和55年に寝屋川青年会

議所が創立５周年を記念として提唱し、
賛同した各種団体と協議会を設立。青
少年の健全育成や高齢者の社会教育
活動の推進に役立ててもらおうと交付を
続けています。
今回で36回目を迎え、交付件数は２０４
件、交付金額は１９７０万円となっていま
す。
問　寝屋川ふれあい基金募金運動推
進協議会（☎834・5121）
大阪府都市競艇企業団職員を募集
○対象…平成8年4月2日～16年4月1日
生まれの大学・短期大学・高等専門学校
又は高校を卒業した人（卒業見込みの
人含む）
○申込書…ホームページ「ボートレース
住之江」からダウンロード
申込・問　9月30日（木）＝消印有効＝ま
でに郵送で大阪府都市競艇企業団総
務課（☎06・6682・6230）
被爆二世健康診断
府内在住の人を対象に令和3年度被爆
二世健康診断の申込を受け付けます、
￥無料。
※�健診の日時・場所は、申込者に直接通
知します。
申込　10月29日（金）までに実父母の
被爆者健康手帳の番号が分かるもの・

印鑑を持って直接、市保健予防課（保健
福祉センター１階☎812・2361）
問　府地域保健課（☎06・6944・9172）
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上の
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・6210・9734）
オンライン薬草見学会
身近な植物の知られざる薬効を薬学部
教員が解説した動画をYouTubeで配
信しています。詳しくは摂南大学薬用植
物園のホームページを見てください。
問　摂南大学研究支援・社会連携セン
ター（☎800・1160）
国際文化セミナー
9月11日（土）午前11時～正午、Zoom
でのオンライン講座、イメージとテクスト
～日本近代文学・ルネッサンス美術・ジェ
ンダー、￥無料。

　「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。

申込・問　9月9日（木）までにホーム
ページで摂南大学外国語学部（☎839・
9195）
学校説明会
10月16日（土）午前10時～11時・午後0
時45分～2時・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35
組（申込順）、￥無料。
※�申し込み方法など詳しくは、ホーム
ページを見てください。
問　府立大学工業高等専門学校総務課
（☎821・6401）
市民健康セミナー
＜あなたに聞いてほしいおしっこの話＞
9月8日（水）午後1時（受付は午後0時
30分から）、守口市東部エリアコミュニ
ティセンター（守口市大久保町）、①知っ
て安心おしっこの悩み②排尿ケアチー
ム～こんな活動しています～③やってみ
よう尿もれ予防体操、定員50人（申込
順）。
＜がんについてもっと知ろう＞
9月25日（土）午後2時（受付は午後1時
30分から）、松下記念病院（守口市外島
町）、①もっと知りたいがん治療（大腸が
ん）②自分らしく生きるために～知ってお
いて損はない緩和ケア～③どうしたらい
い？不安な医療費～知っておきたい制度

～、定員80人（申込順）。
　　※　　　　　　　　　　　※
いずれも￥無料。
申込・問　電話で松下記念病院患者支
援連携センター（☎06・6992・1231＝
平日午後1時～4時）
看護師リカレントスクール
（復職支援プログラム）
10月18日～１２月10日の午前10時20分
～午後3時10分（週3回）、オンライン講義
（対面演習・見学実習あり）、端末機器・
モバイルルーター貸与あり、復職やキャ
リアアップを目指す看護師30人、￥無
料。
※詳しくはホームページを見てください。
問　関西医科大学看護キャリア開発セ
ンター（☎804・2849）
寝屋川公園イベント
＜るらるマーケットin寝屋川公園＞
9月4日（土）午前10時～午後4時、大学
生主催のフリーマーケットや雑貨市・屋
台。
＜昆虫もいっぱいの公園
～散歩倶楽部～＞
9月13日（月）午前10時～正午、公園の
四季の昆虫を見て回ります、マスク・軽装
で歩きやすい靴・帽子・水筒が必要、定
員15人。

　　※　　　　　　　　　　　※
いずれも小雨決行、￥無料。
※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
＜ポケットマルシェ＞
9月11日～12日の午前10時～午後4時、
雑貨やハンドメイド・木工製品・花・フード
の販売。
＜まちかどプランツ＞
９月12日…ひまわりの刈り取り（種は持ち
帰れます）・26日…スイセンの植え付け、
いずれも日曜日午前10時～11時。
＜フィカタックのチャレンジミッション＞
9月23日（祝）午前10時～11時、ミッション
「植物探し」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）
行政書士無料相談会
9月23日（祝）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（☎090・2111・6667）


