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景観資源を巡るウォーキング
with アスマイル（春木川緑道）

府健康アプリ（アスマイル）を利
用し、まなび中央公園から久米田
池の春木川緑道をウォーキングを
して岸和田市の景観を再発見しま
せんか。ぜひご参加ください。詳
しくは市ホームぺージをご確認く
ださい。
期間10月15日㈯～30
日㈰　問都市計画課景
観担当 423－9538

ビジネス講座 お疲れ様です！ お仕
事に立ち向かう方々に届けます。

場市立公民館（堺町）　申・問10 月
12 日㈬までに電話また
はQRコードから市立公
民館へ 423 － 9616
■自分でできる、肩、頭の疲れを
　とる身

か ら だ

体へのアプローチ
対女性　日・時10 月 19 日㈬午後
７時半～９時　講藤田美世氏（ピ
ラティスインストラクター）　定16
人（抽選）
■ストレスの感じ方、対応の仕方、
　防御法など
日・時10 月 22 日㈯午後２時～３
時半　講井山里美氏（エンパワメ
ント関西事務局長）　定20 人（抽
選）　保要問い合わせ
■アロマで第一印象は変わる？
　香りを味方につけよう
対男性　日・時11 月 25 日㈮午後７
時半～９時　講延与とも子氏（ア
ロマインストラクター）　費1,000

円（材料費）　定16 人（抽選）

第140 回 わだい浪切サロン

日・時10 月 19 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　内日本人な
ら知っておきたい日本語の面白さ
～外国語と比べるとそのユニーク
な世界がみえてきた！～　講西山
淳子氏（和歌山大学教育学部准教
授）　定対面…30 人、オンライン
…80 人（申込先着順）　申・問10
月 18 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

はじめまして STORY 女性学級
公開講座「急なフリにも負けない 
話し方のコツ」

対成人女性　日・時10 月 22 日㈯
午後６時半～８時半　場市立公民
館（堺町）　講濱根順子氏（こえ
だしや代表）　定16 人（申込先着
順）　申・問電話または
QR コードから市立公
民館へ 423 － 9616

第 20 回 魚
な に わ

庭の海づくり大会
「知りつくせ！ 大阪湾の宝

た か ら も の

海」

大阪の漁業や大阪湾の魅力に触れ
てみませんか。稚魚放流体験、お
魚タッチングプールなどのイベン
ト開催や大阪産

も ん

の販売、大阪・関
西万博のPRも行います。詳しく
はホームページをご確認ください。
日・時10 月 23 日㈰午前 10 時～午
後３時（雨天決行）　場南海浪切ホ

ール（港緑町）　問魚庭
の海づくり実行委員会
事務局 422 － 4763

ファミリーキャンプ入門

キャンプグッズの紹介や、実際に
ドームテントを建てます。
対小学生以上の子がいる家族　日・
時10 月 29 日㈯午前９時半～正
午　場山滝地区公民館（稲葉町）　
講篠坂賢治氏（キャンプディレク
ター１級）　費30 円（傷害保険料）　
定８組（抽選）　申・問10 月 14 日
㈮までに QR コードか
ら山滝地区公民館へ

479 － 0898

旭地区公民館体験 WEEK

新しい趣味を見つけてみませんか。
体験内容や時間など、詳しくは市
ホームページをご確認ください。
日11月１日㈫～ 12月４日㈰　場東
岸和田市民センター（土生町４
丁目　リハーブ４階）　
問東岸和田市民センタ
ー 428 － 6711

どんチャカフェスタ
フリーマーケット出店者募集

日・日・時時1111 月月 1313 日㈰午前日㈰午前 1010 時～時～
午後 4 時　午後 4 時　場場かじやまち（北町、かじやまち（北町、
五軒屋町）　五軒屋町）　費費500500 円　円　申・申・問問電話電話
でで岸和田 TMO 事務局　岸和田
商工会議所内へへ 439 － 5023

第６回 空き家管理活用セミナー

空き家の予防と管理や相続につい空き家の予防と管理や相続につい
てのセミナーと、空き家に関するてのセミナーと、空き家に関する
個別相談会を実施します。個別相談会を実施します。
日日1111 月月 1313 日㈰　日㈰　時時セミナー…午午
後２時～３時半（後２時～３時半（30 分前受け付分前受け付
け開始）、け開始）、個別相談会…午後３時午後３時
半～４時半　半～４時半　場場福祉総合センター福祉総合センター

（野田町１丁目）（野田町１丁目）　　定定セミナー…70

人、人、個別相談会…６組（申込先着６組（申込先着
順）　順）　申・申・問問電話で住宅政策課住宅電話で住宅政策課住宅
政策担当へ政策担当へ 447 － 6513

フォークリフト運転技能講習

対普通自動車運転免許を持ち、失
業中のためハローワークに求職登
録し、資格を生かせる分野での就
労を希望している全回受講可能な
18 歳以上の市内在住者　日・時11
月５日㈯・14 日㈪・19 日㈯・28
日㈪のいずれかを開始日とする連
続した４日間（日曜日を除く）午
前９時から　場キシワダオペレー
ティングスクール（上松町２丁目）　
費15,000 円（テキスト代含む）　
定10 人（抽選）　申・問10 月３日
㈪～ 14 日㈮（必着）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、
電話番号、受講理由、希望の日程
２つを記入）で産業政策課労働政
策担当へ〒 596 － 8510　 423
－ 9621　{roudou-k@city.kish
iwada.osaka.jp　※電子メールで
申し込みの場合は要電話確認。

きしわだ障害者就職「模擬」面接会

参加者それぞれに合わせた面接の
コツを専門家から学べます。
対①本市の障害福祉サービスを利
用し、就職を目指している人 ②
障害福祉サービスを利用していな
いが、障害があり、就職を目指す
市内在住者　日・時11 月 25 日㈮
午後２時～４時　場福祉総合セン
ター（野田町１丁目）　定16 人（抽
選）　申・問11 月４日㈮までに申
込書（市ホームページからダウン 
ロード可）に必要事項を記入し、
郵送またはファクスで産業政策
課労働政策担当へ〒 596 － 8510　
 423 － 9621　 423 － 6925

暮らし

資格・技能・
ビジネス

対象 日時 場所 申込・問合

新規

10/16 ㈰ 14:00 ～ 15:30 ★市立公民館分館（春木若松町）436－4500

10/23 ㈰ 14:00 ～ 16:00 ★旭地区公民館
（土生町4丁目　リハーブ4階）428－6711

10/30 ㈰ 14:00 ～ 15:00 葛城上地区公民館（塔原町） 478－8016

11/6 ㈰ 13:00 ～ 16:00 ★箕土路青少年会館
（箕土路町 2 丁目） 444－2097

新規
・

継続

10/7 ㈮ 10:00 ～ 11:00 光明地区公民館（尾生町） 441－8889

11/5 ㈯ 12:50 ～ 13:20 ★大宮地区公民館
（加守町 4 丁目） 423－9616

11/6 ㈰ 14:00 ～ 15:00 ★葛城地区公民館（土生滝町） 428－1787
11/6 ㈰ 18:00 ～ 18:30 ★市立公民館（堺町） 423－9616

　来年度に活動を検討している団体は出席してください。★印（市立公
民館は新規のみ）は事前に電話で申し込みが必要です。

公民館・青少年会館活動団体　登録説明会スマートフォン教室を開催

日程 場所
① 10/4 ～ 11/1 の火曜日（10/11 ㈫を除く）桜台市民センター（下松町 4 丁目）
② 10 月の水曜日 山直市民センター（三田町）
③ 10/21 ～ 11/18 の金曜日 福祉総合センター（野田町 1 丁目）
④ 11/8 ㈫・9 ㈬・15 ㈫・22 ㈫ 春木市民センター（春木若松町）

⑤ 11/16 ㈬・29 ㈫・30 ㈬、12/7 ㈬ 東岸和田市民センター
（土生町 4 丁目　リハーブ 4 階）

⑥ 11/25 ～ 12/23 の金曜日 八木市民センター（池尻町）
⑦ 1/10 ～ 2/21 の火曜日 めいてぃスマホ教室（上野町西）

　各回教室内容が異なります。詳しくはお問い合わせください。
対スマートフォン初心者
申・問各教室実施日の 1 週間前（③は 10 月 14 日㈮ ⑥は 11

月 18 日㈮）までに電話で①②④⑤⑦は株式会社 Minadia へ 439
－ 3739、③⑥は岸和田市社会福祉協議会へ 437 － 8854

お魚タッチングプールお魚タッチングプール


