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新条地区公民館
クラブ見学・体験Week

地区公民館で活動しているクラブ
員の皆さんと一緒に活動してみま
せんか。見学のみも歓迎します。
各クラブの開催日時や内容など、
詳しくはお問い合わせください。
日日1212 月 1 日㈭・6 日㈫～月 1 日㈭・6 日㈫～ 1818 日日
㈰　㈰　場・場・問問新条地区公新条地区公
民館（荒木町 2丁目）民館（荒木町 2丁目）
 441－ 4123

岸和田城歴史講座
「岸和田の食文化」第三弾

第二弾に引き続き、明治時代に書
かれた「熊沢友雄日記」にフォー
カスを当て、当時の地元の食生活
を紹介します。
日・時12月25日㈰午後2時～3時 
場岸和田城多

た も ん や ぐ ら

聞櫓・隅
すみやぐら

櫓（岸城町） 
講江間一夫氏（公民館講師）　定30
人（抽選）　申・問12 月 13 日㈫ま

でに電話または電子メール（住所、
参加者全員の氏名、電話番号を記
入）で岸和田城へ 431 － 3251　
{kishiwadacastle.1954@gmail.
com

女性のためのつながりサポート
「出張相談会」

社会福祉士や精神保健福祉士、保
育士などが相談に応じます。
対対女性　女性　日・日・時時1212 月月 1313 日㈫午前日㈫午前
1010 時～正午　時～正午　場場コープ岸和田店
（北町） 定10 人（申込先着順）　
申・申・問問電話またはファクス・電子
メール（住所、氏名、電話番号を
記入）で特定非営利活動法人ここ
からKit へ477－4776　{t
sunagarisapoto59@gmail.comgmail.com

歴史的な建物保全セミナー
「古民家は地震に弱い？～古民
家の耐震性の本当のところ～」

研究者や工務店への取材から見え
た、古民家の耐震性や魅力につい
てお話しします。
対歴史のある建築物や古民家な
どの所有者や耐震に不安のある人　
日・時12 月 18 日㈰午前 10 時～
正午　場まちづくりの館（本町）　
講大原鉄平氏（クロニカ代表）　
定15 人（申込先着順）　申・問12
月 16 日㈮までに電話またはファ
クス・電子メール（講座名、住所、
氏名、電話番号を記入）で都市計

趣味・教養

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止・変更になる場合があります。
催しなどに参加の際は、マスクを着用し感染症予防対策をお願いします。
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画課街づくり支援担当へ 423－
9505  423－3347 {tokei@
city.kishiwada.osaka.jp

犬の飼い方教室を開催します

犬の習性やトレーニング方法を理
解し、愛犬との信頼関係を築きま
しょう。
日など次表のとおり　申・問１月
16 日㈪までに電話またはホーム
ページから府動物愛護
管理センター泉佐野支
所へ 464－9777

第 6回自泉クリスマス会 灯
あ か

り展

灯りワークショップで作成した作
品を中心に展示します。
日・時12月16日㈮～18日㈰午前
10時～午後5時（最終日は午後4時
まで）　場自泉会館（岸城町）　問岸
和田文化事業協会 437－ 3801

時代を楽しむ音楽会 後期ロマン派
編～自由に音楽をつむぐ時代へ～

クラシック音楽は謎がいっぱい。
初心者の人にも楽しんでいただけ
るよう、曲の解説も行います。
日・時１月13日㈮午後7時開演（30
分前開場）　場自泉会館（岸城町）　
曲目展覧会の絵（ムソルグスキー）
ほか　出演髙木真実子（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

新年を寿
ことほ

ぐ 舞と芝居のお話

ご祝儀舞を披露し、ワークショッ
プや日本舞踊解説も行います。
日・時１月29日㈰午後2時開演（30
分前開場）　場杉江能楽堂（岸城町）
出演片岡當史弥（日本舞踊・ワーク
ショップ）、藤間卯香（日本舞踊）、
藤間勘史卯（解説）　チケット3,000
円（当日 500 円増。12 月６日㈫
から自泉会館で販売）　定100 人　
問岸和田文化事業協会 437 －
3801

岸和田・貝塚合同就職面接会を
開催します

地元企業を中心に 42 社（予定）
が参加します。当日、面接を希望
する人は履歴書（企業数分）をお
持ちください。来場には事前申し
込みが必要です。
対対就職を希望している人や来春卒就職を希望している人や来春卒
業見込みの人　業見込みの人　日・日・時時１月１月2020 日㈮日㈮
午後 1時～ 3時半　午後 1時～ 3時半　場場南海浪切南海浪切
ホール（港緑町）　ホール（港緑町）　申・申・問問電話また電話また
はファクス（住所、氏名、ふりがな、はファクス（住所、氏名、ふりがな、
年齢、生年月日、電話番号、過去年齢、生年月日、電話番号、過去
2年間のハローワーク登録有無を2年間のハローワーク登録有無を
記入）で産業政策課労働政策担当記入）で産業政策課労働政策担当
へへ423－9621 423－6925

暮らし

活動内容
和太鼓、大正琴、社交ダンス、太極和太鼓、大正琴、社交ダンス、太極
拳、新舞踊、カラオケ、女性コーラス、拳、新舞踊、カラオケ、女性コーラス、
男性コーラス、泉州音頭、ストレッチ、男性コーラス、泉州音頭、ストレッチ、
詩吟、パソコン、篠笛、子どもバレエ、詩吟、パソコン、篠笛、子どもバレエ、
民謡、囲碁、陶芸、フラダンス、編み物、民謡、囲碁、陶芸、フラダンス、編み物、
マジックマジック

日時 内容 場所

2/18 ㈯
13:30～
16:30

犬に関する法
律や防災対
策、健康管理、
しつけの講義

保健
センター
（別所町3丁
目）

2/19 ㈰
10:00～
16:30のうち
1時間程度

実技講習（犬
を同伴せず見
学だけも可）

府動物
愛護管理
センター
（羽曳野市）

芸術・文化

資格・技能・
ビジネス

広
告　飲食の提供はありません。各団体、　飲食の提供はありません。各団体、

最少人数での参加にご協力をお願いし最少人数での参加にご協力をお願いし
ます。ます。
日・日・時時１月4日㈬午前１月 4日㈬午前 1111 時～正午時～正午
場場南海浪切ホール（港緑町）南海浪切ホール（港緑町）
申・申・問問1212 月月 2222 日㈭までにはがきまた日㈭までにはがきまた
はファクス・電子メール（氏名、所属、はファクス・電子メール（氏名、所属、
役職、電話番号、メールアドレスを役職、電話番号、メールアドレスを
記入）で秘書課へ記入）で秘書課へ〒596－8510 

423－9406  432－1937 {hi
syoka@city.kishiwada.osaka.jp

令和 5年 岸和田市新年互礼会

前回の講座の様子

展示作品
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　第4回目は万代博史氏（郷　第4回目は万代博史氏（郷
土史研究家）が所蔵・監修土史研究家）が所蔵・監修
する、数百点に及ぶ「絵はする、数百点に及ぶ「絵は
がき 泉州編」（岸和田・堺・がき 泉州編」（岸和田・堺・
忠岡・熊取を除く）を展示忠岡・熊取を除く）を展示
します。ホームページでもします。ホームページでも
公開しています。公開しています。
日日1212月月1111日㈰日㈰～～1月1月2929日㈰日㈰
場・場・問問図書館本館図書館本館
（岸城町）（岸城町）

422－ 2142

泉州ゆかりコレクション

※2/18 ㈯の講義受講者のみ、19㈰の
実技講習に参加できます。


