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介護職員初任者研修

対現在失業中かつ求職中で、介護
福祉施設などでの就労を希望し、
全回受講できる市内在住者　日１
月 16 日㈪～ 2月 28 日㈫の平日
（全16回）　時午前9時 10分～午

後6時（時間変動あり）　場㈱SAT 
JAPAN COCO CARE SCHOOL
（荒木町2丁目）　費12,000円（テ
キスト代含む）　定10 人（抽選）　
申・問12 月 22 日㈭（必着）まで
に往復はがきまたは電子メール
（講座名、住所、氏名、ふりがな、
年齢、性別、日中連絡可能な電話
番号、受講理由を記入）で産業
政策課労働政策担当へ〒 596 －
8510  423－ 9621 {roudo
u-k@city.kishiwada.osaka.jp
※電子メールで申し込みの場合は
要電話確認。

泉州サイクル月間（シェアサイクル）

インターネットから事前予約し、インターネットから事前予約し、
好きな場所（ポート）で貸し出し・好きな場所（ポート）で貸し出し・
返却ができます。詳しくはホーム返却ができます。詳しくはホーム
ページをご確認ください。「泉州ページをご確認ください。「泉州
くるナビ」でデジタルスタンプラくるナビ」でデジタルスタンプラ
リーも開催しています。リーも開催しています。
日日1212 月月 1212 日㈪まで　日㈪まで　ポートポート南
海…羽衣駅・泉大津駅・岸和田駅・羽衣駅・泉大津駅・岸和田駅・
貝塚駅､貝塚駅､ JR…和泉府中駅・東岸和泉府中駅・東岸
和田駅　和田駅　費費１日１日 1,0001,000 円（別途、円（別途、
駐輪場代）　駐輪場代）　問問KIX 泉KIX 泉
州ツーリズムビューロ州ツーリズムビューロ
ーー 436－ 3440

認知症の人を支える家族のつどい

米谷正次氏（認知症カフェ「チャ米谷正次氏（認知症カフェ「チャ
ムール」代表）による「認知症カムール」代表）による「認知症カ
フェとケアについての実践報告」フェとケアについての実践報告」
と座談会があります。と座談会があります。認知症を一
緒に学び、抱えている悩みや思い
を話してみませんか。
日・日・時時1212 月月 1414 日㈬午後２時～４日㈬午後２時～４
時（時（3030 分前受け付け開始）　分前受け付け開始）　場場福福
祉総合センター（野田町 1丁目）　　祉総合センター（野田町 1丁目）　　
定定5050人（申込先着順）　人（申込先着順）　申・申・問問電話電話
で福祉政策課地域福祉推進担当へで福祉政策課地域福祉推進担当へ
 423－ 9467

地域連携フォーラム「介護を快護に」

「介護」や「介護職」について理「介護」や「介護職」について理
解を深めてみませんか。解を深めてみませんか。

日・日・時時1212 月月 1717 日㈯午後 1時～ 4日㈯午後 1時～ 4
時半　時半　場場南海浪切ホール（港緑町）　南海浪切ホール（港緑町）　
内・内・講講次表のとおり　次表のとおり　定定120120人（当人（当
日先着順）　日先着順）　問問企画課企画課 423－94
93、和歌山大学岸和田サテライト
 433－ 0875

第142 回 わだい浪切サロン

日・時12 月 21 日㈬午後７時～８
時半　場南海浪切ホール（港緑町）
及びオンライン配信　内新しい福
祉が始まる－増進型地域福祉への
展開－　講小野達也氏（桃山学院
大学社会学部教授）　定対面…40
人、オンライン…100 人（申込先
着順）　申・問12 月 20 日㈫午後
５時までに電話またはQRコー
ドから和歌山大学岸和
田サテライトへ 433
－ 0875

ただちに減塩！ 高血圧改善教室
高血圧よ、さようなら！

対本市の住民基本台帳に記載のあ
る 40 歳～ 69 歳の人で、血圧測
定値が収縮期血圧 140mmHg 以
上または拡張期血圧 90mmHg以
上の人　日・時１月 12 日㈭・27
日㈮、2 月 9 日㈭午後 1 時半～
4時（全 3回）　場保健センター
（別所町 3丁目）　講木村晋三氏
（市医師会）、管理栄養士、理学療
法士、保健師　定12 人（申込先
着順）　申・問電話で保健センター
へ 423－8811　 423－8833

令和5年 大阪ろうあ者成人式
～二

は た ち

十歳のつどい～

健康・福祉

その他の
ヨガや太極拳
などは
こちらから

部 内容 講師

第
1
部

基調講演「家族の
介護を通して介護
者が得たもの
～男性介護者の視
点から考える～」　

津止正敏氏
（立命館大学
名誉教授）

第
2
部

パネル
ディスカッション
①介護者
　被介護者の声
②介護現場の改革
③行政の描く介護
の未来像とは

金川めぐみ氏
（和歌山大学
経済学部教授）、
津止正敏氏、
太下悦子氏
（社会福祉法人
和秀会施設長）、
岸和田市地域包
括支援センター
社協ほか

　岸和田市少年少女合唱団は定期演奏会をはじめ、市内外での演奏会やチ
ャリティーコンサートなどの活動をしています。「たくさんの仲間と一緒
に歌えて楽しい」「練習日が待ち遠しい」そんな合唱活動をめざしています。
対など下表のとおり
面接（ジュニアクラス）1月 15日㈰午前 10時にマドカホールで（簡単な視唱と面接）
申・問1月 14 日㈯までにマドカホールに備え付けの申込用紙に必要事項を記入し、直接
または郵送でマドカホールへ〒 596－ 0004 荒木町 1丁目 17－ 1　 443－ 3800

対象（募集時点での学年） 練習日時 練習場所 費用
キッズクラス
～エスペランサ～ 市内在住の年長児・小学1年生 第1・3日曜日

午前9時～ 10時 マドカ
ホール

5,000 円 /6カ月
（別途、実費あり）

ジュニアクラス 市内在住の小学2～ 5年生 毎週日曜日
午前9時～正午

3,000 円 / 月
（別途、実費あり）

♪うたのすきな、おともだち、あつまれ～！（2月入団生募集）

スポーツ

式典や懇親会などを行います。二十歳の門出を
お祝いしましょう。
日・時1月 8日㈰午後2時～4時
場府立福祉情報コミュニケーションセンター
（大阪市東成区）
申・問1212月9日㈮までに電話またはファクス（住月9日㈮までに電話またはファクス（住
所、氏名、生年月日、ファク所、氏名、生年月日、ファク
ス番号を記入）で公益社団法ス番号を記入）で公益社団法
人大阪聴力障害者協会事務人大阪聴力障害者協会事務
局へ局へ 06 － 6748 － 0380　
 06－ 6748－ 0383

体育館のスポーツ教室

教室名 対象 日程 場所 費用

健康維持
ストレッチ

一般 12/6 ㈫ 東ケ丘第一公園（東ケ丘町） 無料
一般 12/9 ㈮ 土生公園（土生町4丁目） 無料

一般 12/12 ㈪ 天神山キリン公園
（天神山町2丁目） 無料

陸上教室・
短距離＋マラソン 小学生 12/10㈯・

17㈯
まなび中央公園
（西之内町） 各 1,200 円

健康テニス 一般 12/12 ㈪ 野田公園テニスコート
（野田町2丁目） 1,000 円

高齢者のための
ストレッチ 一般 12/12 ㈪ 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・中央体育館の各教室
　各教室の時間など詳しくはホームページをご確認ください。
場①～④…総合体育館（西之内町）、⑤…すぱーく岸和田（西之内町）、
⑥～⑪…中央体育館（作才町1丁目）
申・問電話（②はファクスも可）で、①～⑤は前日までに総合体育館
へ 441 － 9200  441 － 9204、⑥～⑪は 12 月 28 日㈬ま
でに中央体育館へ 422－ 0326

教室名 対象 日程 費用

① 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 12/8㈭・15㈭・
22㈭・29㈭

1回
無料

② 手話でゆったりストレッチヨガ 聴覚障害者 12/10 ㈯ 無料

③ 無料体験会バレーボールスクール 中学生以上 12/14 ㈬・21㈬・
28㈬

1回
無料

④ 幼児運動あそび 2歳半～4歳 1/6～ 3/17 の金曜日

4,000
円
・

全10回

⑤ 中高年の体力維持教室 一般 1/18 ～ 3/22 の水曜日
⑥ 体幹トレーニング教室 一般 1/10 ～ 3/14 の火曜日
⑦ 健康美体操教室 一般 1/11 ～ 3/15 の水曜日
⑧ 健康イキイキ体操教室 一般 1/11 ～ 3/15 の水曜日
⑨ 子ども体操教室 小学1～4年生 1/11 ～ 3/15 の水曜日
⑩ 幼児体操教室 3～ 5歳 1/12 ～ 3/23 の木曜日

⑪ 健康コンディショニング教室 一般 1/13 ～ 3/17 の金曜日

※④は1/13 ㈮を除く。


