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大沢山荘「冬のクラフト教室」

竹のクリスマスキャンドルスタン
ドと竹ツリー（つるし飾り）、ミ
ニ門松としめ縄の壁飾りの4種類
を制作します。
対市内在住・在勤者（小学生以下は
保護者同伴で）　日・時12月18日
㈰午前9時半～正午　場大沢山荘
講大沢山荘スタッフ　費１セット
1,500 円（材料費ほか）　定25 人
（抽選）　申・問12月13日㈫（必着）
までに往復はがき（講座名、参加
者全員の住所・氏名・年齢・電話
番号、必要な材料セット数を記入）
で大沢山荘へ〒 596－0114 大沢
町440  479 － 0108

しめ縄づくり講座

自分で「しめ縄」を作り、新年を
迎える準備をしませんか。
対成人　日・時12 月 18 日㈰午後
1 時半～ 3 時半　場新条地区公
民館　講関本明氏（公民館講師）　
費400円（材料費）　定20人（抽選）　
申・問12 月 9日㈮（必着）までに
往復はがき（講座名、住所、氏名、
年齢、電話番号を記入）で新条地
区公民館へ〒596－ 0004荒木町
2丁目 22－ 8　 441－ 4123

早春の草花の寄せ植え講習会

日・時２月 2日㈭午後 2時　場ま
なび中央公園管理棟　講溝口京子
氏（園芸研究家）　費1,500円（材
料費）　定30 人（抽選）　申12 月
26 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）でま
なび中央公園管理棟「早春の草花
寄せ植え講習会」係へ〒 596－
0044 西之内町 42－35 {mido
ri-sports@kishiwada-park.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

地区館講座『家族で子育てを！』

家族で楽しい時間を過ごしましょう。
対満2歳～就学前児童とその家族
（複数可）　日・時12 月 4日㈰午前
10時～11時　場光陽地区公民館
（並松町。駐車場なし）　講子育て
支援センターさくらだい職員　定10
組（申込先着順）　申・問電話で光
陽地区公民館へ 439－ 4786

あさひとしょかんクリスマス会
～「人形劇 すまいる」による、
楽しい人形劇～

人形劇「ふたりのあさごはん」やエ
プロンシアターを楽しみましょう
対幼児～小学校低学年と保護者　
日・時12 月 18 日㈰午後 2時～ 3
時（15分前開場）　場東岸和田市
民センター（土生町 4丁目 リハ
ーブ4階）　定30人（申込先着順）
申・問12 月 8日㈭から旭図書館へ

 428－ 6200

私だけ？子どもかわいく思えない

悩んでいるあなたに寄り添います。
心を軽くしてみませんか。
日・時12月22日㈭午前10時～正
午　場市立公民館（堺町）　講中
山美和氏（保健センターカウンセ
ラー）　定30人（申込先着順）　保１
歳半～就学前児童 6人（申込先着
順。12月 15日㈭までに要申し込
み）　申・問電話または
QRコードから市立公
民館へ 423－9616

ミニだんじり小屋と
豆だんじり組立教室

対小学校高学年と18歳以上の保護
者　日・時12月24日㈯正午～午後
4時　場だんじり会館（本町）　講美

み

似
に だ ん じ り く ら ぶ

地車倶楽部 費1,000 円（材料
費）　定10組（抽選）　申12月13日
㈫午後5時までにQR
コードから　問だんじ
り会館436－0914

祝日おたのしみ会

絵本コーナーで楽しみましょう。
対幼児～小学生　日１月9日㈷
■かるた大会（2部制）
初めての人（年齢制限なし）向け
と、小学生向けの2部制です。
時午前 11 時　定各 10 人（申込

先着順）　場・申・問１月 4日㈬か
ら桜台図書館（下松町 4 丁目）
へ 428－ 9230
■工作「とびだすカード」
時午後2時　定６人（当日先着順）　
場・問山直図書館（三田町） 44
1－ 7575
■おりがみ「カードケース」
時午後2時　定６人（申込先着順）　
場・申・問12 月 20 日㈫から八木図
書館（池尻町）へ 443－ 6849

キッズ・バイリンガル・ヨガ
～ヨガと英語を一緒に楽しもう～

対年長～小学3年生　日・時１月14
日㈯午前 10 時半～正午　場大宮
地区公民館（加守町4丁目）　講大
嶋文氏（バイリンガルヨガインスト
ラクター）　定12人（抽選）　申・問12
月 21 日㈬までにQR
コードから市立公民館
へ 423－9616

パパと一緒に COOKING
～楽しくデコ巻きずしを作ろう！～

料理を通して親子でコミュニケー
ションを取りましょう。
対４歳～小学生の子と父親　日・時
1月21 日㈯①午前10時～11時
半 ②午後 1時半～ 3時　場男女
共同参画センター（加守町4丁目）　
講うずまきこ氏（デコ巻きずしマイ
スターインストラクター）　費1,200
円（材料費ほか。1月 7日㈯まで
に要持参）　定各8組（申込先着順）
申・問12 月 10 日㈯から電話また
はファクス・電子メール（講座名、
住所、氏名、電話番号を記入）で
男女共同参画センターへ 441－
2535　 441－2536 {danjoc
@city.kishiwada.osaka.jp

。

自然・環境

子育て

講中村進氏（日本鳥学会会員）ほか中村進氏（日本鳥学会会員）ほか
申12 月 7日㈬までに双眼鏡の有無を記入し「鳥と植物」係へ

■自然資料館・ミニ実習（申し込み不要）

講当館スタッフほか
費高校生以上 400 円（入場料。同伴者も必要。12月 18日㈰は材料
費 300円も必要）
定各 10人（①②ともに当日午後1時半に抽選。1家族3人まで）

対象 日時 場所 費用 定員
小学生以上（小学生
は保護者同伴で）

12/11 ㈰
9:45～ 12:00

蜻蛉池公園（三ヶ
山町）とその周辺

50円
（傷害保険料）

20人
（抽選）

対象 日程 時間 場所 内容
3歳以上（小学生以
下は保護者同伴で）

12/18 ㈰ ①14:00～ 15:00
② 15:00～ 16:00

自然資料
館（堺町）

クリスマスリース
12/25 ㈰ チリメンモンスター

申12 月 19日㈪までに「春の七草」係へ
※場所は当選者にお知らせします。公共交通機関で行くことができま
す。

■ジオブラ岸和田・身近でみられるおもしろい地形と地質

講濱塚博氏（当館アドバイザー）濱塚博氏（当館アドバイザー）
申122 月月 2626 日㈪までに「ジオブラ」係へ日㈪までに「ジオブラ」係へ

対象 日時 講師 費用 定員
小学生以上
（小学生は保護者同伴で）

1/8㈰
13:30～ 15:30

当館
スタッフ

50円
（傷害保険料）

20人
（抽選）

対象 日時（雨天中止） 場所 費用 定員
小学生以上（小学生
は保護者同伴で）

1/9㈷
13:30～ 15:30 岸和田城周辺

50円
（傷害保険料）

20人
（抽選）

大人だけの参加も歓迎！大人だけの参加も歓迎！
自然資料館のイベント自然資料館のイベント

申・問各締め切り日（必着）までに往復はがきまたは電子メール（保護者を含む参加者全員の住所・氏名・年齢か学年・
電話番号を記入）で自然資料館へ〒596－0072 堺町6－5 423－8100 {sizen@city.kishiwada.osaka.jp

作成する作品作成する作品

■■蜻蛉池公園の鳥と植物の観察会蜻蛉池公園の鳥と植物の観察会 ■1日おくれの春の七草観察


