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インフォメーション

（別に本代１１８８円が必要）。
問　「ぽこ・あ・ぽこ」・田辺（☎090・
9616・0098）
詩吟
毎週月曜日午後7時～9時、萱島まちづ
くりセンター（萱島南町）、￥入会1500
円・月2500円、無料体験あります、初心
者歓迎。
問　「関西吟詩文化協会寝屋川支部」・
田中（☎090・8538・6998）
ペン習字
第1・3金曜日いずれも午前10時30分～
正午、市民会館、カタカナ・ひらがなから
始めます、￥入会1000円・月2000円。
問　「ペン習字クラブ」・前垣（☎826・
8460）
マジック
第2・4木曜日午後1時～3時、エスポ
アール、不思議で楽しいマジックや南京
玉すだれを基本から学びます、￥3か月
3000円、見学歓迎。

問　「ハッピーマジック」・宮里（☎824・
2576）
カラオケ
毎月第4火曜日午後1時～5時、総合セ
ンター、カラオケの健康の秘密を教えま
す、￥無料。
問　「サクラカラオケ」・小西（☎821・
8510＝午後8時まで）
前結び着付け
毎週火曜日①午前10時②午後１時30
分、市民会館、￥3000円（計6回）。
※10月18日（火）無料体験講習会があ
ります。
問　「着付サークル栞（しおり）」・三村
（☎080・2525・8281）
シェイプアップダンス
毎週水曜日①午後1時～2時30分②午
後3時～4時30分、市民会館ほか、ラテ
ン・ベリーダンスでシェイプアップ、￥月
4500円、無料体験あります。
※木・金・土曜日もあります。

問　「ストレッチラテンダンス」・友成（☎
090・7366・6537）
社交ダンス
毎週金曜日午前10時15分～11時45
分・午後1時5分～2時35分、西高齢者福
祉センター、60歳以上の人、￥入会１００
０円・月１０００円、男性歓迎・随時見学可。
問　「市老人クラブ連合会社交ダンス部
（西教室）」・島田（☎821・1850）
社交ダンス
毎週金曜日午後6時～9時、エスポアー
ル、プロの講師が指導、￥入会2000円・
月4000円、初心者歓迎。
問　「社交ダンスクイーン」・ニイノミ
（☎070・6921・9903）
社交ダンス
毎週木曜日午後1時～2時30分、市民
会館、初級・中級クラス、￥入会1000円・
月2500円、男性歓迎。
問　「ビギナーズ」・明田（☎090・
3672・3723）

公共機関・団体

子育てママの就活準備セミナー
10月17日（月）午前10時～正午、総合
センター4階第2研修室、就職活動のポ
イント（応募書類の書き方、面接の受け
方のコツなど）、子育てをしながら働き
たい市内在住の人40人（申込順）、￥
無料。
※保育所の入所手続きの説明もあります。
◎�保育あります＜30人（申込順）、予約
が必要＞。
申込・問　電話でハローワーク枚方職
業相談部門（☎８４１・３３６３）
職業訓練学校説明会
10月４日（火）・11月７日（月）・12月６日
（火）・平成29年１月10日（火）・２月７日
（火）・３月６日（月）、訓練セミナー…午
後１時30分～２時30分（要予約）・学校
説明会…午後３時15分～４時30分（入
場は午後４時まで）、ハローワーク枚方
セミナールーム（枚方市岡本町）、パソ
コン・介護・経理・医療事務・Ｗeb・もの
づくりなど、再就職希望者で長期間の
仕事を考えている人（在職中の人を除
く）、￥無料。
申込・問　電話でハローワーク枚方（☎
８４１・３３６３）
10月は里親月間
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。
問　府中央子ども家庭センター（☎
828・0161）
はぐくみホームシンポジウム
10月22日（土）午後1時～4時、ヴェル
ノール布施5階（東大阪市長堂一丁
目）、￥無料。
◎�保育あります＜１歳～就学前の子ども

（要予約）＞。
※公共交通機関を利用してください。
問　ＮＰＯ法人キーアセット（☎06・
6720・6811）
大阪府高齢者大学校受講生募集
平成29年４月～30年３月、歴史など65
科目、受講料本科5万3400円、SA養成
講座・実践研究部各5万2400円。
※�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3日～12月9日の午後５
時＝必着＝までに直接又は郵送で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・4400）
奥田メモリアルフェスティバル
11月4日（金）午後６時30分、大阪国際
大学守口キャンパス奥田メモリアルホー
ル（守口市藤田町）、細川たかしコン
サート、定員350人（申し込みが多いと
きは抽選）、￥無料。
申込・問　はがきに郵便番号、住所、氏
名、年齢、電話番号、同伴者の氏名（１
人まで）を書いて10月10日（祝）＝消印
有効＝までに大阪国際学園企画・広報課
（〒570―8555守口市藤田町六丁目
21番57号☎06・6907・4325）
※�大阪国際学園ホームページからも申
し込みできます。
秋の薬草見学会
10月29日（土）午後1時30分～4時、摂
南大学薬学部附属薬用植物園（枚方市
長尾峠町）、定員50人（申し込みが多い
ときは抽選）、￥無料。
申込・問　往復はがき（申込は1枚に2
人まで）に住所、参加者全員の氏名、電
話番号を書いて10月15日（土）＝必着＝
までに摂南大学地域連携センター（〒
572―8508池田中町17番８号☎829・
0385）
地域理解啓発推進活動（アップル）
10月20日（木）午前10時15分～午後0

時30分、市民会館、講演「命を守るため
に～大規模災害への備え～」、寝屋川
市・守口市・枚方市・四條畷市・交野市の
支援学校の紹介、￥無料。
問　「府立寝屋川支援学校」・林（☎
824・1025）
模擬調停
10月27日（木）午後2時～４時30分、大
阪家庭裁判所8階大会議室（大阪市中
央区）、模擬調停「これからの離婚調停
～自主的な解決を目指して～」、定員50
人程度（申込順）。
申込・問　10月13日（木）から午前9時
～午後5時に電話で大阪家庭裁判所事
務局総務課広報係（☎06・６９４３・５６９
２＝土・日曜日、祝日を除く）
寝屋川公園イベント
<つるし柿を作ろう>
10月29日（土）午前10時～正午、寝屋
川公園管理事務所会議室、小学生と保
護者20人（申込順）、￥無料、包丁・布
巾・エプロンなどが必要。
<公園の四季を楽しむ散歩倶楽部>
11月7日（月）午前10時～正午、定員30
人、￥無料。
<寝屋川公園フェスティバル>
11月3日（祝）、どんぐり工作など、￥一
部有料。
※�事前に予約が必要なイベントもあります。
　　※　　　　　　　　　　　※
申込・問　午前9時～午後5時に直接
又は電話で寝屋川公園管理事務所（☎
824・8800）
オータムジャンボ宝くじ
オータム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。
○販売価格　1枚300円
○発売期間　9月26日～10月14日
問　府市町村振興協会（☎06・6941・
7441）
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市民情報ひろば
【原稿締切日のお知らせ】
○1月号…11月1日（火）
○2月号…12月1日（木）
※￥は活動にかかる費用です。

イベント
コンサート
10月2日（日）午後1時（開場は午後0時
30分）、アルカスホール、ピアノ独奏・ク
ラシックギター・吹奏楽・コーラスなど、
￥1000円。
問　「寝屋川高校楽友会」・岸田（☎
080・3835・9528）
箏・二胡（にこ）による
ジョイントコンサート
10月10日（祝）午後1時30分、アルカス
ホール、￥1000円。
問　「真の会」・田中（☎834・4510）
赤ちゃん先生説明会
10月12日（水）午前10時～11時30
分、中央公民館、ベビーマッサージと赤
ちゃん先生説明会、定員10人（申込
順）、￥500円。
申込・問　「NPO法人ママの働き方応
援隊大阪東校」・相原（☎070・5040・
7637）
相続・遺言などのセミナー
10月13日（木）午前11時～正午、ふれ
あいプラザ香里、￥無料。
申込・問　電話又はＦＡＸに住所・氏名・
電話番号を書いて「けいはん女性行
政書士の会」・天野（☎813・3861、ＦＡＸ
344・5106）
子育てサロン
①10月13日…親子触れ合い遊び②20
日…絵本セラピストの講座、いずれも木
曜日午前10時～正午、総合センター、
定員①親子15組②20人（定員になり
次第締め切り）、￥①100円②500円。
◎保育あります（7か月以上の子ども、
￥100円）。
申込・問　「保育グループたんぽぽ」・岡
村（☎090・1676・3429）
あきまつり
10月15日（土）午前11時30分～午後
２時＝雨天決行、かわかつのさと（川勝
町）、模擬店・遊びコーナーなど。
問　かわかつのさとあきまつり実行委
員会（☎820・0616）
カラオケ・フラダンス発表会
10月17日（月）午前10時15分、アルカ
スホール、￥無料。
問　「カラオケ愛好会」・大西（☎０８０・
２４４９・１３６８）
「銭太鼓」体験講習会
10月19日（水）午後1時30分～3時、総
合センター、￥無料。
※施設などのボランティア活動もあります。
問　「銭太鼓さくらんぼ」・三村（☎
080・2444・8339）

北河内地区ＰＴＡコーラス交歓会
10月22日（土）午後2時30分、守口文
化センター（エナジーホール、守口市河
原町）、ＰＴＡ相互理解と親睦を深める
心温まる発表会、￥無料。
※�来年の参加出演校も募集しています。
申込・問　「北河内地区PTAコーラ
ス交歓会実行委員会」・坂部（☎848・
8565）
布ぞうり教室
①10月25日（火）②11月22日（火）③
12月21日（水）いずれも午後１時30
分、総合センター、定員10人（申し込み
が多いときは抽選）、￥500円（初めて
の人は別に作業台費500円が必要）。
申込・問　往復はがき（申し込みは１枚
につき１人１回）に受講日、住所、氏名を
書いて①10月8日（土）②11月8日（火）
③12月8日（木）＝必着＝までにわくわ
く未来塾（〒572―8533池田西町28
番22号「市社会福祉協議会内」・藤本
☎080・3825・5907）
バザー・物品提供のお願い
ミニバザー…10月26日（水）午前10時
30分～午後2時、総合センター。
◎物品提供（大型家具・大型電化製品・
古本・古着を除く）は、すばる・北斗で受
付、出張引き取りもします＜10月14日
（金）までの午後1時～4時（土・日曜
日、祝日を除く）、電話・ＦＡＸで受付＞。
問　すばる・北斗福祉作業所家族会
（すばる・北斗内☎824・4664、ＦＡＸ824・
4767）
寝屋川母親大会
10月30日（日）午後１時30分～4時、市
民会館、①「平和をうたう」②「女性の
生き方・子育てから介護まで」、講師＝亀
岡照子さん（保健師）、￥200円。
◎保育あります。
問　寝屋川母親大会実行委員会（新
日本婦人の会寝屋川支部内☎823・
7411）
ワンコインジャズコンサート
10月30日（日）午後1時30分～4時、エ
スポアール、出演＝一法真證カルテット・
サンセプターサウンズ・LMアンサンブ
ル、定員170人（申込順）、￥500円。
申込・問　直接又は電話で「ＮＰＯ法
人和（なごやか）」（エスポアール内☎
828・4141）
寝屋川ハロウィンフェスタ
10月30日（日）①午前11時～午後3時
＝小雨決行（雨天中止）、大利神社（大
利町）、野外ライブ・模擬店・ちびっ子撮
影会②午後3時30分～4時30分、仮装
パレード（大利神社通商店街→ベル大
利商店街→寝屋川市駅）。
問　「時代ロマン夢倶楽部」・中村（☎
801・2008）
写真展
11月１日～14日、ふれあいプラザ香里ほ
か、美しい風景や懐かしい香里園の写
真を10月15日（土）まで募集します、応
募方法などは問い合わせてください。
問　「香里園まちづくり委員会」・馬場
（☎896・7541）

あきまつり
11月5日（土）午前10時～午後3時、
ワークセンター小路（小路南町）、芋煮
会・舞台企画・ミニバザー・模擬店・製品
販売で地域交流。
問　行事実行委員会（ワークセンター
小路内☎820・6135）
フリーマーケット
11月6日（日）午前10時～午後3時＝雨
天中止、輝きステーション裏駐車場（境
橋町）。
○出店募集…大区画（車2台分）500
円・小区画（車1台分）300円。
申込・問　10月12日（水）午前9時か
ら電話で「輝きステーション」・牧野（☎
837・0101）
パソコン初級講習
平成29年1月12日～4月20日の毎週
木曜日午前10時～正午（計15回）、西
高齢者福祉センター、ウインドウズ７～
10でワード・エクセルを使用、60歳以上
の市民18人（申し込みが多いときは抽
選）、￥１万円。
申込・問　往復はがきに住所、氏名、
生年月日、電話番号を書いて10月20日
（木）＝必着＝までに「市老連趣味の
会パソコン部西」・本田（〒572―0816
河北中町36番10号☎090・9545・
8569）

募　集
ハングル
毎月第2～4火曜日午後7時～9時、中
央公民館、ハングル会話（初級・中級）、
韓国・朝鮮の歌をハングルで歌います、
歌詞の文法説明あり、￥年3000円。
問　「はんさも」・鈴木（☎090・8888・
6724）
英会話
月3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。
問　「英会話ブルーベリー」・吉田（☎
822・1874）
大正琴
第２・４月曜日午前10時45分・午後１時、
東大利町11番１号、講師とともに懐か
しい曲を楽しみましょう、￥月2500円、
初心者歓迎。
問　「ふうりん」・坂部（☎090・9114・
8450）
絵画
第2・4木曜日午前10時～正午、市民会
館、上手・下手ではなく自分らしく楽しく
描きましょう、￥入会1000円・月3000
円、初心者歓迎、随時見学可。
問　「自遊画クラブ」・西野（☎824・
3260）
童謡・唱歌・昭和歌謡
月1回①第４火曜日…三井住宅集会所
（三井が丘三丁目）他②第4水曜日…
エスポアール、いずれも午前10時～
11時30分、ピアノ伴奏で歌う音楽レク
リエーションで脳を活性化、￥月800円


