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里親×お片付けコラボ企画

希望者のみ里親個別相談会を行い
ます。
日・時11月18 日㈮午前10 時～正
午（里親個別相談会は午後０時50
分まで）　場桜台市民センター（下
松町４丁目）　講木村恵美子氏（整
理収納アドバイザー）　定40 人（申
込先着順）　申・問電話またはＱＲ
コードから児童養護施
設あおぞら里親担当へ
 080－6204－7999

祝日おたのしみ会

工作を楽しみましょう。
対幼児～小学生　日・時11 月 23
日㈷午後 2時
■クリスマスかざりをつくろう
場旭図書館（土生町４丁目　リハ
ーブ3階）　定12人（当日先着順。
3回実施、各回 4人）　問旭図書
館 428－ 6200
■牛乳パックでコマ
場山直図書館（三田町）　定6 人
（当日先着順）　問山直図書館

441－ 7575

子どもの本格食事マナー講座

本格カトラリーを使い、食事マナー
を学びます。簡単な実食もあります。
対小学 3 ～ 6 年生　 日・時11 月
27 日㈰午前 10時半～午後1時
半　場市立公民館（堺町）　講髙
木哲男氏（岸和田グランドホール
顧問）　費700 円（材
料費）　定16人（抽選）　
申・問11 月 16 日㈬ま

でに電話またはQRコードから
市立公民館へ 423－ 9616

親子で作ろう！
バルーンアート講座

風船で可愛い作品を作りましょう。
対3歳～就学前児童と保護者（子ど
も1人につき保護者1人）　日・時11
月27日㈰午後2時～3時半　場市
立公民館（堺町）　講吉竹瞳氏（バ
ルーンパフォーマーひとみ）　定10
組（抽選）　申・問11月21日㈪まで
にQRコードから市立
公民館へ 423 － 96
16

子育て講座『「わたしは大丈夫！」
を育む  からだと心の育て方』

自分を励ます力を育むにはどうす
ればよいか、子育てで大切にした
いポイントを学びましょう。
日・時12 月 3日㈯午前 10 時～正
午　場市立公民館（堺町）　講多
田直子氏（天神山小学校養護教諭）
定30 人（申込先着順）　保保1歳半1歳半
～就学前児童６人（申込先着順）　～就学前児童６人（申込先着順）　
申・問11 月 21 日㈪ま
でに電話またはQRコ
ードから学校教育課へ
 423－ 9683

ときわ家庭教育学級公開講座
「発酵食と子どもの腸活」

すぐできる簡単発酵レシピも紹介すぐできる簡単発酵レシピも紹介
します。みそ玉作りと試食もありします。みそ玉作りと試食もあり
ます。ます。
対対幼児・小学生の子を持つ保護者　幼児・小学生の子を持つ保護者　
日・日・時時1212 月月 1313 日㈫日㈫午前 10 時～
正午　場場桜台市民センター（下桜台市民センター（下
松町４丁目）　松町４丁目）　講講今口早織氏（発今口早織氏（発

酵Laboつなぐ主宰酵Laboつなぐ主宰）　費300 円
（材料費）　定15 人（申込先着順）　
保保1歳半～就学前児童4人（申込先1歳半～就学前児童4人（申込先
着順。傷害保険料50円）　着順。傷害保険料50円）　申・問11
月 8 日㈫から電話で桜台市民セ
ンターへ 428－ 9229

KISHIWADA SPORTS FES 2022

プロスポーツチームなどの協力の
もと、クライミングやBMXなど
の様々なスポーツを体験できるス
ポーツイベントを開催します。詳
しくはホームページをご確認くだ
さい。
日11月 20日㈰　場岸和田カンカ
ンベイサイドモール（港緑町）　問ス
ポーツ振興課 447 － 7072

ボッチャにチャレンジしてみよう！

当日参加も可能です。運動しやす
い服装でお越しください。
日・時12月 11日㈰午前10時（30
分前受け付け開始）　場天神山小学
校（天神山町1丁目）　持ち物体育
館シューズ、水筒、タオル、マス
ク　申・問12 月 7日㈬までにQR
コードからスポーツ振
興課へ 447 － 7072　
 423 － 5030

体育館のスポーツ教室

総合体育館では様々なスポーツ教
室、公園・運動広場教室を開催し
ています。詳しくはQRコードを
ご確認ください。
問総合体育館 441－
9200　441 －9204

岸和田市音楽団 第45回 定期演奏会

日・時11 月 27 日㈰午後 2時開演
（30 分前開場）　場マドカホール
（荒木町１丁目）　 曲目千亀利の風、
We are the worldほか　問マドカ
ホール 443－ 3800

時代を楽しむ音楽会
初期ロマン派編

日・時12月9日㈮午後7時開演（30
分前開場）　場自泉会館（岸城町）
曲目 「魔王」リスト編曲（シューベ
ルト）ほか　出演者谷村綾香（ピア
ノ）　チケット2,000 円（当日 500
円増。自泉会館で販売）　定50人　
問岸和田文化事業協会 437 －
3801

第69回 自泉フレッシュコンサート

日・時12月16日㈮午後６時半開演
（30分前開場）　場自泉会館（岸城
町）　曲目 「ラ・カンパネラ」（リス
ト）ほか　出演者中地莉子・浦部
晏未（ピアノ）、藤本紗穂（クラリ
ネット）  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

地車彫刻「彫
ほ り よ う

陽」独創会11弾

「彫陽」主宰、山本陽介氏の最新
作を披露します。来場者には彫陽
オリジナルカレンダーをプレゼン
トします。
日・時12月18日㈰午前10時～午
後 3時　場・問だんじり会館（本
町） 436 － 0914

子育て

施設名（所在地） 電話番号
八木（今木町） 445－2472
山直南（山直中町） 445－0482
はちまん（八幡町） 438－4541
やまだい（今木町） 444－6857
天神山（天神山町2丁目） 426－6031
ピープル久米田（池尻町） 448－6236
ピープル八木南（小松里町） 441－0506
東光（藤井町2丁目） 429－1050
ピープル大芝（磯上町3丁目）438－3571
五風会（岸城町） 431－3449
この花（春木旭町） 444－5087
星光（荒木町1丁目） 443－4819
東岸和田（土生町5丁目） 426－6000
D
ド ル チ ェ

olce B
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ambini（荒木町2丁目）445－2671
久米田（下池田町1丁目） 443－1056
光明（尾生町） 443－6410
春木カトリック（吉井町1丁目）443－5225
双葉（春木中町） 422－2801

施設名（所在地） 電話番号
光陽（下松町4丁目） 427－ 8855
杉乃木（八阪町3丁目） 438－ 8646
めだか（土生町） 422－ 2923
城東（三田町） 443－ 4451
中央（北町） 438－ 1981

幼稚園フェスタ民間園であそび教室 ～市立幼稚園で遊びましょう～

　「保育園や認定こども園って、どん
なことをしているの」「同じ年頃の
子どもたちと遊ばせたい」などと思
っている皆さん、みんなで楽しく遊
びましょう。
対1歳半～3歳児と保護者
日・時11 月 9 日㈬・16 日㈬午前 9
時半～ 11時
場各保育園・こども園
定各園各日 20組（申込先着順）
申・問電話で表の各園へ

　幼稚園の子どもたちと一緒に楽しいひとときを過ごしましょう。申
し込みは不要です。直接、各幼稚園にお越しください。
対未就園児と保護者
場各幼稚園（駐車場なし）
日11月 14日㈪（右表の幼稚園以外）
時午前 10時半～ 11時半
問各幼稚園

幼稚園 日程
太田 11/7㈪
新条 11/12㈯
八木北・朝陽 11/15㈫
修斉 11/17㈭
光明 11/21㈪

スポーツ

芸術・文化

認定こども園

民間保育園

※雨天時の開催可否は各園へお問い合わせください。※雨天時の開催可否は各園へお問い合わせください。

幼稚園（所在地） 電話番号
岸城（岸城町） 422－0881
浜（中之浜町） 431－2790
朝陽（上野町西） 439－6160
東光（作才町1丁目） 422－6278
旭（土生町7丁目） 427－4973
太田（畑町3丁目） 427－8884
天神山（天神山町1丁目）428－6113
修斉（土生滝町） 428－5329
東葛城（河合町） 446－3416
春木（春木宮川町） 422－1477
大芝（磯上町2丁目） 439－8258
大宮（宮前町） 445－1053

幼稚園（所在地） 電話番号
城北（吉井町1丁目） 444－ 3668
新条（荒木町2丁目） 444－ 2461
八木北（下池田町3丁目）443－ 6577
八木（大町3丁目） 445－ 4552
八木南（小松里町） 444－ 1090
光明（尾生町） 444－ 0763
常盤（下松町4丁目） 427－ 1441
山直北（田治米町） 444－ 1115
城東（三田町） 444－ 7186
山直南（稲葉町） 479－ 0836
山滝（内畑町） 479－ 0807


