
和音家庭教育学級公開講座
「我が子にあった
～イマドキの勉強と教育事情～」

対小学生の保護者　日・時7 月 15
日㈮午前 10 時～正午　場市立公
民館（堺町）　講𠮷田恭子氏（ゆ
とり代表）　定30 人（申込先着順）　
保1歳半～就学前児童6人（申込
先着順。7月 7日㈭までに要申し
込み）　申・問電話または電子メー
ル（講座名、氏名、子の学年、電
話番号を記入）で市立公民館へ

423－ 9616　{shiritsuk-kouza@
city.kishiwada.osaka.jp

ニガテな子ども集まれ
マット運動が楽しくなる！

対小学 1～ 3年生　日・時7月 26
日㈫午前 10 時～正午　場市立公
民館（堺町）　講内田裕二氏（城
内小学校教員）　費100 円（傷害
保険料）　定20 人（抽選）　申7月
19日㈫までにQRコー
ドから　問市立公民館
 423－ 9616

たんぽぽ家庭教育学級公開講座
「親子で聞こう、性のおはなし」

親子で性について学びましょう。
対乳幼児と保護者（保護者のみで
も可）　日・時7 月 29 日㈮午前 10
時～正午　場市立公民館（堺町）　
講浅田昌代氏（メンタルケア心理
士）　定20 人（申込先着順）　保1
歳半～就学前児童 5人（申込先

着順。7月 20 日㈬までに要申し
込み）　申・問電話または電子メー
ル（講座名、氏名、電話番号、保
育希望者は子の氏名・年齢・アレ
ルギーの有無を記入）で市立公民
館へ 423 － 9616　{shiritsuk-
kouza@city.kishiwada.osaka.jp

跳んだり跳ねたり、親子で遊ぼう！

エアートランポリンやパラバルー
ンなどで楽しく運動しましょう。
対2歳～就学前児童と保護者　日・
時7月30日㈯午前10時半～正午　
場大宮地区公民館（加守町4丁
目）　講竹末美恵子氏ほか（親子で
WAO）　定15 組（抽選）　申7月
20 日㈬までにQRコ
ードから　問市立公民
館 423－ 9616

「人形劇 すまいる」による
ミニおはなし会と人形劇

対幼児から小学校低学年までの子
と保護者　日・時8 月 21 日㈰午
後 2時～ 3時　場山直市民セン
ター（三田町）　定30 人（申込先
着順）　申・問7 月 26 日㈫午前 10
時から電話で山直図書館へ 441
－ 7575

市制施行 100 周年記念協賛事業
「ロボットプログラミング
ワークショップ」参加者募集

詳しくは岸和田商工会議所のホー
ムページをご確認ください。
対小学生　日① 8月 28 日㈰ ②
9月 25 日㈰ ③ 10 月 16 日㈰ ④
11 月 12 日㈯（全 4回）　時①～

③午後 1時～ 5時 ④午前 10 時
～正午　場①～③岸和田商工会
議所（別所町 3丁目） ④南海浪
切ホール（港緑町）　講都亜紀氏
（プログラミング教育アドバイザ
ー）　費1,000 円（機材レンタル
費）　定30 人（抽選）　申7 月 31
日㈰までに QR コー
ドから　問岸和田商工
会議所 439－ 5023

発達支援が必要な子どもを持つ
保護者のためのグループワーク

対発達支援が必要な平成28年4
月2日～令和3年4月1日生まれ
の子を持つ保護者で、全回参加で
きる人（子ども同伴不可）　日11
月の火曜日（29日を除く）、12月
13日㈫（全5回）　時午前9時 45
分～11時 45分　場保健センター
（別所町3丁目）　講家本めぐみ氏
（トリプルP認定ファシリテーター）　
定15 人（抽選）　保6 カ月～就学
前児童 10 人（抽選）　申・問8 月
31日㈬までに電話またはQRコ
ードから保健センターへ 423－
8811　※　抽選結果は
9月 13 日㈫ごろに郵
送でお知らせします。

体育館スポーツ体験会

普段、体験することの少ないニュ
ースポーツを体験してみませんか。
対市内在住・在勤・在学者　日・時7
月 10 日㈰午前 10 時～正午　場
八木小学校体育館（大町 3丁目）　

申・問7 月 8 日㈮までに電話でス
ポーツ振興課へ 447－ 7072

市民公開講座　簿記講座 3級

対市内在住・在勤者（学生は除く）　
日8月 23日㈫～ 10月 21日㈮の
火・金曜日（9 月 23 日㈷は 22
日㈭に変更）、11 月 8日㈫～ 18
日㈮の火・木・金曜日（全 24回）　
時午後 6時～ 7時半　場産業高
校（駐車場なし）　講産業高校教
員　費3,000 円（テキスト代ほか）　
定15 人（抽選）　申・問7 月 25 日
㈪（必着）までに往復はがき（講
座名、住所、氏名、ふりがな、年
齢、電話番号を記入）で産業高校
学務課「簿記講座 3級」係へ〒
596 － 0045 別所町 3丁目 33 －
1　 422－ 4861

定期講座「韓国語会話（超初歩）」

日9月1日㈭・8日㈭・29日㈭、10
月6日㈭・13日㈭・27日㈭（全6回）　
時午前 10 時半～正午　場山直市
民センター　講金在永氏（公民館
講師）　費1,540 円（テキスト代。
8月5日㈮までに要入金）　定15 人
（抽選）　申・問7月 13日㈬午後5
時（消印有効）までに往復はがきま
たは電子メール（講座名、住所、氏
名、年齢、電話番号を記入）で山
直市民センターへ〒596－ 0808
三田町 715 － 1　 441 － 1451
{yamadai@city.kishiwada.osaka.
jp　※　窓口で申し込む場合は、返
信用はがきを持参してください。

子育て

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

教室名 対象 日時 場所 費用
苦手克服
スポーツ塾
鉄棒編

4歳～
就学前児童

7/4㈪・11㈪・
25㈪
16:10～ 17:10

総合体育館
（西之内町）

1回
無料

高齢者のための
ストレッチ 一般 7/4㈪

10:00～ 11:00
牛ノ口公園
（上野町東） 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

7/6㈬・13㈬・
20㈬・27㈬
17:00～19:00

中央体育館
（作才町1丁目）

1回
無料

手話でゆったり
ストレッチヨガ★

聴覚に障害
のある人

7/9㈯・23㈯
9:30 ～ 10:30 総合体育館 無料

健康テニス 一般 7/11㈪
10:00 ～ 11:00

野田公園
テニスコート
（野田町2丁目）

1,000
円

健康維持
ストレッチ 一般

7/11㈪
10:00 ～ 11:00

天神山キリン公園
（天神山町2丁目）

無料7/12㈫
10:00 ～ 11:00

東ケ丘第一公園
（東ケ丘町）

7/15㈮
10:00 ～ 11:00

土生公園
（土生町4丁目）

はらっぱ教室 小学
1～ 3年生

7/16 ㈯
10:00～ 11:00

ときわ公園
（上松町）

500
円

総合体育館　各公園・運動広場教室祝日おたのしみ会
おりがみや工作などを楽しみましょう。①③～⑤は当日先着順、

②⑥は申込先着順です。
申②は7月 12日㈫から、⑥は8月 4日㈭から各図書館へ
対幼児～小学生（②は保護者同伴可）

内容 日時 定員 場所・問合

① おりがみ
「うちわ」

7/18 ㈷
11:00 6 人 春木図書館（春木若松町）　

 436－ 0679

②
工作
「トリックおもちゃを
つくろう」

7/18 ㈷
11:00 5 人 桜台図書館（下松町4丁目）　

 428－ 9230

③ 工作
「ジャンプがえる」

7/18 ㈷
14:00 6 人 八木図書館（池尻町）　

 443－ 6849

④ 魚釣りゲーム
8/11 ㈷
14:00 ～
15:00

16人
旭図書館
（土生町4丁目　リハーブ3階）
 428－ 6200

⑤ おりがみ
「紙ヒコーキ」

8/11 ㈷
14:00 6 人 山直図書館（三田町）　

 441－ 7575

⑥ 工作
「ロゼット」

8/11 ㈷
14:00 6 人 八木図書館

※　④は上記時間内に4回実施（各回4人）。

スポーツ

資格・技能・
ビジネス
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