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　岸和田競輪場で 73 回目を迎える伝統の東西対抗戦「高松
宮記念杯競輪」を開催します。東西を代表する鍛え上げられ
た競輪選手たちによる頂上決戦が、4日間繰り広げられます。
　開催期間中、岸和田競輪場ではグルメブースやお笑いイベ
ントステージなど楽しい企画が盛りだくさん！
　グルメやお笑いを楽しみながら、熱い戦いを生で観戦しま
しょう！
　ご来場の際は、南海本線沿いの東入場門もしくは今年リニ
ューアルした堺阪南線沿いの西入場門よりご入場ください。
日6月 16 日㈭～ 19日㈰
場ブッキースタジアム岸和田（岸和田競輪場　春木若松町）
問公営競技事業所 422－ 4846

第 73 回高松宮記念杯競輪

教室名 対象 日時 場所 費用

おそとでヨガ 一般 6/5㈰
10:00～11:00

二の丸広場
（岸城町） 500円

苦手克服
スポーツ塾
鉄棒編

①4歳～
就学前児童
②小学生

6/6㈪・13㈪・
20㈪・27㈪
① 16:10～ 17:10
② 17:20～ 18:20

総合体育館
（西之内町）

1回
無料

無料体験会
ジュニアバスケ
ットボール♦

小学4～
6年生

6/8㈬・15㈬・
22㈬・29㈬
16:30 ～ 18:30

中央体育館
（作才町1丁目）

1回
無料

陸上教室
短距離・長距離 小学生

6/11 ㈯・18㈯
9:00 ～ 10:00

まなび中央公園
（西之内町）

各
1,200
円

健康維持
ストレッチ 一般

6/13㈪
10:00～11:00

天神山キリン公園
（天神山町2丁目）

無料6/14㈫
10:00～11:00

東ケ丘第一公園
（東ケ丘町）

6/17㈮
10:00～11:00

土生公園
（土生町4丁目）

健康テニス 一般 6/13㈪
10:00～11:00

野田公園
テニスコート
（野田町2丁目）

1,000
円

高齢者のための
ストレッチ 一般 6/20 ㈪

10:00～11:00
牛ノ口公園
（上野町東） 無料

はらっぱ教室 小学1～
3年生

6/25㈯
10:00～11:00

包近公園
（包近町） 500円

手話でゆったり
ストレッチヨガ
★

聴覚に障害
のある人

6/18 ㈯・25㈯
9:30～10:30 総合体育館 無料

申・問前日までに電話（★はファクスも可）で総合体育館へ 441
－ 9200  441－ 9204　
※　♦は前日までに電話で中央体育館へ 422－ 0326

総合体育館　各公園・運動広場教室

リニューアルした西入場門 整備された歩道

ステージイベント キッチンカー

第67回 自泉フレッシュコンサート

音楽を学び、プロフェッショナル
として歩み始める新人演奏家によ
るコンサートです。
日・時6 月 18 日㈯午後 2 時開演　
場自泉会館（岸城町）　出演者安
江陽奈子・佐々木真衣（ソプラ
ノ）、後藤愛香・大槻夏子（ピアノ）　
チケット1,200円（当日200円増。
自泉会館で販売）　曲目「ミルテ
の花」より“献呈”（シューマン）、
歌劇「アイーダ」より“勝ちて帰
れ”（ヴェルディ）など　問岸和
田文化事業協会 437－ 3801

第 44回 岸和田フレンドシップ
コンサート

市内の学校や青少年団体による合
唱、吹奏楽の発表会です。ぜひお
越しください（入場無料）。
日・時6月19日㈰正午開演　場南
海浪切ホール（港緑町）　問生涯

学習課青少年担当 423－ 9615

グラウンドゴルフ体験会

初心者や親子向けですが、どなた
でも参加できます。空きがあれば、
当日の参加も受け付けています。
対市内在住・在勤・在学者　日・時・
場次表のとおり　申・問各開催 2
日前までに電話でスポーツ振興課
へ 447－ 7072

自然資料館・ミニ実習

作品は持ち帰ることができます。

大人だけの参加も可能です。保護
者を含む 1団体 3人以内でご参
加ください。
対小学生以上（小学生は保護者同
伴で）　日・内次表のとおり　時午
後2時～ 4時　場自然資料館（堺
町）　講当館スタッフ、きしわだ
自然友の会会員　費高校生以上
200 円（入場料。同伴者も必要）　
定各 20人（当日午後 1時半に抽
選）　問自然資料館 423 － 810
0

大阪湾の小さなウミウシを
見てみよう

身近な海にすむ、色々なウミウシ
を観察しましょう。大人だけの参
加も可能です。
対小学生以上（小学生は保護者同

伴で。幼児同伴不可）　日・時6 月
26 日㈰午前 10時～午後 3時（雨
天中止）　場せんなん里海公園（岬
町）　講当館学芸員　費50 円（傷
害保険料。駐車場代、交通費は各
自負担）　定20人（抽選）　申・問6
月 15 日㈬（必着）までに往復は
がきまたは電子メール（参加者全
員の住所・氏名・年齢か学年・電
話番号を記入）で自然資料館「ウ
ミウシ」係へ〒 596－ 0072 堺町
6－5　 423－8100　{sizen@
city.kishiwada.osaka.jp

「夏の草花寄せ植え」講習会

花と緑の大切さや、育てる楽しみ
を体験してみませんか。緑化の普
及を目的に開催しています。初め
ての人も歓迎します。
日・時7 月 7日㈭午後 2時　場臨
海会館　講溝口京子氏（園芸研究
家）　費1,500円（材料費）　定30
人（抽選）　申6月 23日㈭（必着）
までに往復はがきまたは電子メー
ル（住所、氏名、フリガナ、電話
番号を記入）で臨海会館「夏の草
花寄せ植え講習会」係へ〒 596－
0015 地蔵浜町 10　浜工業公園内　
{midori-sports@kishiwada-par
k.jp　※　窓口で申し込む場合は、
返信用のはがきまたはメールアド
レスが必要です。　問岸和田市公
園緑化協会 441－ 9200

スポーツ

日時 場所

6/12 ㈰
9:00～12:00

浜工業公園（地蔵浜町。
雨天時は浜小学校〈紙
屋町〉でボッチャ体験）

6/19 ㈰
9:00～12:00

天神山小学校（天神山
町1丁目。雨天中止）

※　30分前受け付け開始。

自然・環境

日程 内容

6/12 ㈰ トンボのおはなしと、
ビーズトンボづくり

6/19 ㈰ バネで動くキツツキを
つくろう

6/26 ㈰ カイコと遊ぼう

芸術・文化


