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ッキ家」より“ああ、幾度か”ほ
か　出演者松原みなみ・渡邊諭子

（ソプラノ）、谷村綾香（ピアノ）　
チケット1,200 円（当日 200 円増。
自泉会館で販売）　問岸和田文化
事業協会 437 － 3801

第73回 市展受賞作品展を開催

期間11 月３日㈷～６日㈰　時午
前 10 時～午後５時（初日は午前
９時半から、最終日は午後４時ま
で）　場マドカホール（荒木町１
丁目）　展示物洋画、写真、書、
日本画、陶芸、俳画　問マドカホ
ール 443 － 3800

文化の日祝典記念事業
時代を楽しむ音楽会　古典派編
～“私たち”の音楽の幕開け～

ピアノ演奏に解説を交えた古典派
の演奏会をお届けします。
日・時11 月３日㈷午後１時半（30
分前開場）　場マドカホール　出
演者原由莉子（ピアノ）、谷村悟

史（ナビゲーター）　定150 人（抽
選）　申・問10 月 19 日㈬（必着）
までに往復はがきまたは電子メー
ル（住所、氏名、電話番号、人数〈２
人まで〉を記入）でマドカホール

「文化の日祝典」係へ〒 596 －
0004 荒木町１丁目 17 －１ 

443 － 3800 {shukuten@city.
kishiwada.osaka.jp

ストリートピアノ in 自泉会館

自泉会館（岸城町）のピアノで演
奏してみませんか。だれでも自由
に弾くことができます。
日11 月６日㈰・８日㈫・10 日㈭・
11 日㈮・13 日㈰・15 日㈫～ 19
日㈯　時午後６時～８時　問岸和
田文化事業協会 437 － 3801

市民スポーツ大会参加者を募集

種別や予備日など、詳しくはお問
い合わせください。
問スポーツ振興課 447 － 7072
■クレー射撃
対市内在住・在勤・在学者で銃所
持許可者　日・時10 月 15 日㈯午
前 10 時　場岸和田国際射撃場（大
沢町）　申・問10 月 14 日㈮まで
に電話でクレー射撃連盟・河畑へ
 090 － 3621 － 6784
■居合道
対市内在住・在勤・在学者　日・時10
月 16 日㈰午前 10 時　場市民道
場心技館（岸城町）　申・問10 月
14 日㈮までに電話で市民道場心
技館へ 422 － 7378　※月・水・
金曜日の午後７時以降のみ。
■健康体操
対市内在住・在勤・在学者　日・時10
月19日㈬午前10時　場中央体育
館（作才町１丁目）　費500円 定80
人（申込先着順）　申・問電話で健
康体操連盟・大森へ 070 － 859
9 － 8660
■ソフトテニス（シニア）
対45 歳以上の市内在住・在勤者　
日・時11月３日㈷午前９時半　場野
田公園テニスコート（野田町２丁
目）　費2,000 円　申・問当日まで
に電話でソフトテニス連盟・小林
へ 090 － 1909 － 2172
■ソフトバレーボール
対市内在住・在勤者　日・時11月13
日㈰午前９時半　場中央体育館　
費１チーム 2,500 円　申・問11月６
日㈰までに電話でソフトバレーボ
ール連盟・橋本へ 090－5121
－0657
■柔道
対市内在住・在勤・在学者　日・時11
月13日㈰午前９時半　場総合体育
館（西之内町）　申・問11月２日㈬
までに電話で幼児・小学生は今口

道場へ 427－8419、中学生以
上は春木中学校・谷藤へ 423－
0006
■卓球
対市内在住・在勤・在学者　日・時11
月 20 日㈰午前９時 20 分　場総
合体育館　費ジュニア…200 円、
一般…500 円　申・問10 月 25 日
㈫までに直接または電話・ファク
スでスポーツ振興課へ 447 －
7072　 423 － 5030　 ※ 中 央
体育館の窓口でも申し込めます。

第 42 回市民スポーツカーニバル

駐車場（有料）は大変混雑します
ので、車は乗り合わせてお越しく
ださい。
日・時11 月３日㈷午前９時（雨天
中止）　場まなび中央公園（西之内
町）　内校区対抗綱引き合戦・リ
レー、紅白玉入れ、人文字で「祝
100 周年」作りなど　問スポーツ
振興課 447 － 7072

第68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10 月 28 日㈮午後６時半開
演（30 分前開場）　場自泉会館

（岸城町）　曲目オペラ「椿姫」よ
りヴィオレッタのアリア“そは彼
の人か～花から花へ”（ヴェルデ
ィ）、ドゥムカ～ロシアの農村風
景～ Op.59（チャイコフスキー）、
オペラ「カプレーティ家とモンテ

教室名 対象 日程 場所 費用

ノルディック
ウォーキング 一般

10/5 ㈬・
12 ㈬

宮の池公園
（別所町 3 丁目）

各
500 円

10/19 ㈬・
26 ㈬

ときわ公園
（上松町）

各
500 円

陸上教室
（短距離走） 小学生 10/8 ㈯・

22 ㈯
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

10/11 ㈫ 東ケ丘第一公園
（東ケ丘町） 無料

10/14 ㈮ 土生公園
（土生町 4 丁目） 無料

10/17 ㈪ 天神山キリン公園
（天神山 2 丁目） 無料

はらっぱ教室 小学
1 ～ 3 年生

10/15 ㈯ ときわ公園 500 円
10/29 ㈯ 包近公園（包近町） 500 円

①グラウンドゴル
フ体験会
②走り方教室

①一般
②小学生 10/16 ㈰ 久米田公園運動広場

（岡山町）
各

500 円

健康テニス 一般 10/17 ㈪ 野田公園テニスコー
ト（野田町 2 丁目） 1,000 円

①グラウンドゴル
フ体験会 ②ニュ
ースポーツ体験会

①一般
②小学生

（保護者も可）
10/22 ㈯ 久米田公園運動広場 各

500 円

高齢者のための
ストレッチ 一般 10/24 ㈪ 牛ノ口公園

（上野町東） 無料

市内公園・運動広場教室
時午前 10 時～ 11 時（陸上教室は午前 9 時～ 10 時）
申・問前日までに電話で総合体育館へ 441－9200

総合体育館（西之内町）の各教室
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
教室名 対象 日程 時間 費用

無料体験会
キッズチアダンス

① 4 歳～
小学 1 年生
②小学 2 ～
6 年生

10 月の月曜日
（10/10 ㈷を除
く）

① 16:30 ～ 17:30
② 17:45 ～ 18:45

1 回
無料

ラララフィット
～加齢に負けない
健康プログラム～

60 歳以上 10 月の木曜日 9:30 ～ 10:30 1 回
無料

手話でゆったり
ストレッチヨガ◆ 聴覚障害者 10/22 ㈯・29 ㈯ 9:30 ～ 10:30 無料

体育館のスポーツ教室
その他の
ヨガや太極拳
などは
こちらから

スポーツ

自泉会館のピアノ

芸術・文化

未来を担う子どもたちの
心に寄り添うために
　子どもたちとの向き合い方について
質疑応答を交えてお話しします。
場市立公民館（堺町）
講西林幸三郎氏（臨床心理士）
定各 50 人程度（申込先着順）

講座名 対象 日時

① 教育者にでき
ることとは

教育
関係者

11/10 ㈭
16:30 ～ 18:30

② 大人にできる
こととは 成人 11/12 ㈯

14:00 ～ 16:00

まちづくり実践プロジェクト市制施行100周年記念事業

申・問電話または電子メール（講座名、氏名、電話番号を記入）で工房パステ
ルハウス（数宝）へ 443 － 7220　{kobo_pastel_house@yahoo.co.jp

こんな街に住みたいなぁ！ in 岸和田
　家やお店、公園などを自由に工作
して大きな街を作ります。
日・時11月13日㈰午後1時半～4時
場春木市民センター（春木若松町）
講工房パステルハウス
費100 円（傷害保険料）
定20 組程度（申込先着順）

過去の市民スポーツカーニバル


