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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11日（月）
○１月号…11月９日（火）
※￥は活動にかかる費用です。

イベント
オーケストラのファミリーコンサート
11月3日（祝）午後2時、市民会館、子ど

も連れ可（マスク着用、座席は当日指定
します）、￥無料。
※発熱・体調不良の人は入場を控えてく
ださい。
申込・問　「寝屋川市民管弦楽団」・河合

（☎080・8821・9728）
ヨーガ
11月8日（月）午後3時～5時、エスポアー
ル、簡単なヨガで心身を緩め体と心を開
放、￥1000円。
申込・問　「和みのヨーガ」・長谷川（☎
090・8522・6809）

募　集
楽習サークル
①英会話…月4回火・木曜日②歌で英
語を学ぶ…月2回金曜日③パソコン…月
4回月～金曜日④初心者将棋…月4回
月曜日⑤初心者囲碁…月4回水曜日⑥
フラワーアレンジ…月2回火曜日⑦ペン

字・小筆…月2回火・土曜日⑧コーラス
…毎週火曜日⑨昔の流行歌を歌う…毎
週水・土曜日、寝屋川市駅前会場・香里
園会場･市民会館のいずれか、いずれも
55歳以上の人（市民会館は年齢を問い
ません）、￥入会3000円・月1950円～
3500円。
問　「楽習サークル」・大岩（☎839・
0377）
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）
籐工芸
第1・3月曜日午前9時30分～正午、エ
スポアール、籐（とう）を使ってパンかご・

バッグ・花器などを作ります、￥入会500
円・2か月3000円、見学歓迎。
申込・問　「籐工芸サークル」・安本（☎
090・2596・6421）
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、歌や脳トレで楽しく音楽レクリ
エーション、￥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）
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）
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
毎週金曜日午後1時～3時、香里南之町
自治会集会所、漢詩吟詠・声を出して健
康増進、￥入会1000円・月2000円。
申込・問　「関西吟詩文化協会寛村
会」・濱野（☎821・7793）
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）
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）
英会話
月4回火曜日午前10時～11時30分、エ
スポアール、イギリス人講師の初級英会
話、￥月4000円、見学できます。
申込・問　「英会話Ａ」・川本（☎821・
8596）
英会話
毎週金曜日午前10時～正午、エスポアー
ル、準中級程度、外国人講師が身近なテー
マなどで指導、￥月5０００円、見学歓迎。
問　「金曜英語会」・田井（☎090・
3262・9633）
フラダンス
月3回木・土曜日①午後6時～7時15分
②午後7時15分～8時30分、アルカス
ホール、￥1回1000円、初心者・経験者
どちらも歓迎。
問　「フキコ ナーマカヒヌ フラスタジ
オ」・五百崎（☎090・1240・4369）

公共機関・団体

起業について学べるセミナー
10月16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）、法人設立・資金調達、創業に興味
がある人又は創業を考えている人40人

（申込順）。
申込　T―SITEホームページ
問 　 北 大 阪 商 工 会 議 所（ ☎ 8 4 3・
5154）
産業雇用安定助成金
新型コロナウイルス感染症の影響で事
業活動の一時的な縮小を余儀なくされ
た事業主が、在籍型出向により労働者
の雇用を維持するときに、出向元と出向
先の双方の事業主に対して、その出向
に要した賃金や経費の一部が助成され
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＃）
事業承継啓発セミナー
＜～会社を売って、会社を買って、起業
家になる～「ベンチャー型 事業承継」＞
10月27日（水）午後1時～3時、枚方T―
SITE4階イベントスぺース（枚方市岡東
町）、「起業の選択肢としてのM&A」に
ついて、その内容やメリット・注意点など
について、起業・創業・事業承継を考えて
いる人35人（申込順）。
申込・問　T―SITEホームページ又は
電話で北大阪商工会議所寝屋川支所

（☎８２８・５１５１）
府最低賃金の改正
10月１日から府最低賃金が992円に改定
されます。最低賃金は、都道府県ごとに決
められ、働くすべての人に適用されます。

問　大阪労働局労働基準部賃金課（☎
06・6949・6502）
府高齢者大学校受講生募集
令和4年4月～5年3月、歴史など60科
目、申し込みが多いときは抽選、￥6万円

（教材費などが別に必要）。
※募集要項は市高齢介護室でも配布し
ています。
申込・問　10月20日～12月８日の午後
3時までに直接窓口又は郵送、ホーム
ページでＮＰＯ法人「大阪府高齢者大
学校・募集委員会」（〒540―0006大阪
市中央区法円坂一丁目1番35号☎06・
6360・4471）
依存症理解啓発府民セミナーの
動画配信
〇配信期間…10月1日～11月1日
〇内容…「依存症の基礎知識について」

「依存症かもと思ったら～相談できると
ころ～」
申込　府こころの健康総合センター
ホームページ「こころのオアシス」
問　府こころの健康総合センター相
談支援・依存症対策課（☎06・6691・
2818）
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
解で子どもたちの成長
をサポートします。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。
＜里親個別相談会＞
○日時…10月19日（火）・30日（土）午前
10時～正午
○場所…島本町人権文化センター（大
阪府三島郡島本町広瀬二丁目）

問　「大阪水上隣保館児童養護施設遙
学園」・木部（☎075・961・0041）
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…10月1日～
15日、市役所総合案内、市立保健福祉
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

（金）＝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（☎
812・2860）
パーソントリップ調査の実施
人の1日の動きを捉えるため、10月～11
月にかけて「近畿圏パーソントリップ調
査」を実施します。調査結果は、都市圏
の交通・まちづくり・防災など、いろいろな
計画策定の際に貴重な資料となります。
対象世帯は、府から紙の調査票を送りま
すので、届いた調査票又はインターネット
での回答に協力をお願いします。
府の職員・調査員などが調査の依頼や
調査票の回収のために自宅に訪問する
ことはありません。
問　近畿圏パーソントリップ調査サポー
トセンター（☎0120・116・106）
遺産分割制度説明会
10月25日（月）午後2時～3時30分頃、
Zoomによるオンライン配信、府在住の
人50人（申込順）。
申込・問　10月6日～18日にメール（ア
ドレスと記載事項は問い合わせてくだ
さい）で大阪家庭裁判所総務課広報係

（☎06・6943・5692＝土・日曜日、祝日
を除く午前9時～午後5時）

STOP!薬物乱用
10月～11月は麻薬・覚醒剤・大麻乱用
防止運動月間です。近年、若者を中心に
大麻の乱用が拡大しています。大麻は心
身にいろいろな悪影響を及ぼします。誘
われてもキッパリ断りましょう。
問　府健康医療部生活衛生室薬務課

（☎06・6941・9078）
鍵をかけていますか？
大切な自転車
大阪で最も被害の多い犯罪は自転車の
盗難です（令和2年中1万8677件）。自
転車の盗難の約53％は鍵をかけないで
被害にあっています。自転車から離れる
ときは必ず鍵をかけましょう。
○シリンダー錠やディンプル錠など開け
られにくく、防犯性能の高い鍵を取り付
けましょう。
○ワイヤー錠などで二重にロックをしま
しょう。
問　府青少年・地域安全室（☎06・
6944・6512）
行政書士制度広報月間
特別無料相談会
10月24日（日）午後1時～3時、市民会
館、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」・西尾（☎821・4760）
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22日～10月22日
問　（公財）大阪府市町村振興協会（☎
06・6941・7441）
不動産鑑定士による無料相談会
10月30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（ ☎ 0 6・
6203・2100）
ウェブ公開講座
「取り戻そう!明るく、元気な日常」
10月1日～11月30日にYouTubeで無料
配信します。①身近な世界遺産―古市古
墳群―②自然の中でリフレッシュ！自然の
魅力や効果③お家で簡単！転ばぬ先の 

〝ながら運動〟④延ばそう！健康寿命その
秘訣は食にあり。
申込・問　11月24日（水）までに「OIU
地域協働センター」ホームページ又は
メール（アドレスは問い合わせてくださ
い）で大阪国際大学地域協働センター

（☎06・6902・0617）
国際文化セミナー
11月13日（土）午前11時～正午、Zoom
によるオンライン配信、「トランスナショナ
ルな世界をよみとく」、￥無料。
申込・問　11月11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
11月20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・問　10月26日（火）から府立大
学工業高等専門学校総務課（☎821・
6401）
世界糖尿病デーフェスタ2021
11月6日（土）午後2時～4時、関西医科
大学総合医療センター本館1階（守口市
文園町）、講演・運動実演・展示コーナー
など、定員20人（申し込みが多いときは

抽選）、￥無料。
申込・問　往復はがきに住所、氏名、年
齢、性別、電話番号、「糖尿病データフェ
スタ2021」参加希望を書いて10月14日

（木）＝消印有効＝までに郵送で関西医
科大学総合医療センター地域医療連携
部（〒570―8507守口市文園町10番
15号☎06・6992・1001）
寝屋川公園イベント
＜わくわくフリー ド ライブ＞
10月3日午前10時～午後4時、アコース
ティックライブ、￥無料。
＜るらるマーケットin寝屋川公園＞
10月3日午前10時～午後4時、￥無料。
＜ノルディックウォーキング体験会＞
10月10日午前10時～正午、中学生以
上8人、ノルディックウォーキングポール

（貸出しあり）・体温調整しやすい服・
歩きやすい靴・マスク・タオル・飲み物を
持って来てください、￥500円。
　　※　　　　　　　　　　　※
※いずれも日曜日、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
＜①まちかどプランツ＞
10月9日（土）午前10時～11時、レンゲ
の種まき。
＜②深北の日（ボランティアデー）＞
10月10日（日）午前9時30分～10時30
分。
＜③フィカタックのチャレンジミッション＞
10月17日（日）午前10時～11時、どんぐ
りを探せ、定員15人（先着順）。
　　※　　　　　　　　　　　※ 
②③雨天中止、￥無料。
申込　当日直接
問　深北緑地管理事務所（☎877・
7471）


