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クラブ見学体験WEEK

何か新しいことを始めてみません
か。各クラブの開催日時や内容な
ど、詳しくは市ホームページをご
確認ください。
■大宮地区公民館（加守町４丁目）
日１月17日㈫～２月22日㈬　申・問
電話または電子メール（氏名、電話
番号、希望日時・内容を記入）で市
立公民館へ423－961
6 {shiritsuk-kouza@
city.kishiwada.osaka.jp
■春木市民センター（春木若松町）
ご自由にお越しください。
日１月５日㈭～ 31 日
㈫　問春木市民センタ
ー 436 － 4500

シネマ・デ・シエスタ

多様な生き方や人間模様に触れる
映画の鑑賞会です。
日・時１月 17 日㈫午後２時～３
時 45 分　場男女共同参画センタ
ー（加守町４丁目）　内「グレー
ス・オブ・モナコ 公妃の切り札」
（日本語字幕）　定30 人（当日先
着順）　問男女共同参画センター
 441 － 2535  441 － 2536

天然のエッセンシャルで芳香美
容♪アロマ香る無添加リップ作
り～ 1月の「つながる広場」～

口に入っても安全な材料で自分だけ
のオリジナル口紅を作りましょう。
対中学生以上　日・時１月21日㈯

午後１時～２時半　場市民活動サ
ポートセンター（野田町１丁目　福
祉総合センター内）　講川端千絵
氏（アロマハピネスコスメティッ
ク・プライマリーアーティスト）　
費3,000 円（材料費）　定４人（申
込先着順）　申・問１月４日㈬～
20 日㈮に電話またはファクス・
電子メール・QRコード（氏名、
電話番号、メールアドレスを記入）
から市民活動サポートセンター
へ 438 － 2367 

438－ 2368　{info@
kishiwada-saposen.jp

泉州観光地域づくりセミナー
～泉州地域の魅力再発見～

日・時１月 27 日㈮午後１時半～
３時　場熊取交流センター煉

れ ん が

瓦館
（泉南郡熊取町）及びオンライン
配信　内泉州タオルのブランド戦
略と地域活性化　定対面…50 人、
オンライン…100人（申込先着順）
申・問QRコードからK
IX泉州ツーリズムビュ
ーローへ436－3440

和歌 和泉式部×書 奥
お く せ ん け ん

宣憲展

岸和田に残る和泉式部伝説と本市
出身の書家を紹介します。初日午
後２時からは書家によるアーティ
ストトーク、最終週にはオリジナ
ル商品をもらえる企画があります。
日１月28日㈯～２月12日㈰　場岸
和田城天守閣３階・多

た も ん や ぐ ら

聞櫓・隅
すみやぐら

櫓（岸
城町）　費高校生以上300円（入場
料）　問岸和田城 431 － 3251

ポーセラーツ体験講座

シール感覚で磁器に自由にデザイ
ンできるクラフトです。オリジナ
ルのマグカップまたはお皿を作り
ましょう。
対市内在住・在勤者　日・時１月
29 日㈰午前 10 時～正午　場大

芝地区公民館（磯上町１丁目）　
講中井悦規氏（ポーセラーツ講師）　
費1,000 円（材料費。マグカップ
とお皿両方の場合は 1,500 円。前
日までに持参）　定15 人（抽選）　
申・問１月 19日㈭までに電話また
は電子メール（住所、氏名、電話
番号、マグカップまたはお皿の希
望を記入）で大芝地区公民館へ

439 － 5900 {osiba-kouza@
mk.city.kishiwada.osaka.jp

ミニだんじり「ケヤキ材」チャリ
ティーバザーと地車ばなしの会

毎年恒例のチャリティーイベント
です。「ケヤキ材」を購入できます。
日・時１月29日㈰午後１時　場・問
だんじり会館（本町）436－0914

音レコサロン INまちかど公民館

レコードがあれば、持参してくだ
さい。レコードをコーヒーととも
に楽しみましょう。
日・時２月５日㈰午後１時～４時　
場市立公民館（堺町）　講森川利
夫氏、門田忠明氏　問市立公民館
 423 － 9616

はじめての和菓子づくり
～和菓子と中国茶の
マリアージュを楽しみましょう～

和菓子の歴史を学びながら、練り
切り作りを体験し、相性のいい中
国茶と一緒に味わいましょう。
日・時２月５日㈰午後１時半～３
時半　場大宮地区公民館（加守町
４丁目）　講千葉貴恵氏（高級茶藝
師）　費1,000 円（材料費）　定12

人（抽選）　申・問１月 24 日㈫ま
でにQRコードから市
立公民館へ 423 － 9
616

春木女性学級公開講座
聴いて感じる二

に こ

胡の魅力

二胡が奏でる美しい音色で心癒さ
れるひとときを楽しみましょう。
日・時２月７日㈫午後１時半～３
時　場春木市民センター（春木若
松町）　講雪本直子氏（二胡奏者）
ほか　定50 人（抽選）　申・問１
月 26 日㈭までに電話またはＱＲ
コードから春木市民セ
ンターへ 436 － 45
00

マドカドラマスクール定期公演
出演者を大募集！

５月 28 日㈰に行われる定期公演
の出演者を募集します。
対現在小学２年生～ 20 歳で隔週
日曜日午後の練習（本番前は練習
日が増えます）と本番に参加でき
る人　場マドカホール　講木村玩
氏・大谷羊子氏（SPACEとりっ
くすたあ）　費5,000 円程度（衣
装代など）　オーディション１月22
日㈰午後１時半にマドカホールで　
申・問マドカホールで配布する申込
用紙（市ホームページからダウン
ロード可）を郵送またはファクス
でマドカホールへ〒596－ 0004
荒木町１丁目17－１　 443－
3800　 443－ 4627

趣味・教養

芸術・文化

昨年の定期公演

包近の桃にまつわる岸和田の伝承民話を題材に脚色した音楽劇包近の桃にまつわる岸和田の伝承民話を題材に脚色した音楽劇
です。①一般公募による小・中学生バージョン ②大人バージョです。①一般公募による小・中学生バージョン ②大人バージョ
ンがあります。ぜひ、お越しください。出演者など詳しくはホーンがあります。ぜひ、お越しください。出演者など詳しくはホー
ムページをご確認ください。ムページをご確認ください。
日・日・時時2月5日㈰①午後1時開演 ②午後5時開演（各2月5日㈰①午後1時開演 ②午後5時開演（各3030分前開場）分前開場）
場場自泉会館（岸城町）自泉会館（岸城町）
定定各各 5050 人人
チケッチケットト①① 2,0002,000 円 ②円 ② 3,0003,000 円（当日円（当日 500500 円増。円増。
自泉会館で販売）自泉会館で販売）
問問岸和田文化事業協会岸和田文化事業協会 437 － 3801

詳しくは
こちらから

音楽劇「桃と赤鬼」
岸和田文化事業協会20周年記念 KIX泉州国際マラソン 第9回親子ランニング参加者募集

対対泉州9市 4町在住の3歳～小学3年生の子と保護者（2人 1組）泉州9市 4町在住の3歳～小学3年生の子と保護者（2人 1組）
日・日・時時2月2月 1212 日㈰午後0時日㈰午後0時 1515 分（制限時間分（制限時間 3030 分）分）
場場りんくう公園シンボル緑地内特設コース（泉佐野市）りんくう公園シンボル緑地内特設コース（泉佐野市）
種種目目3歳～就学前児童…1㎞、1㎞、小学 1～ 3年生…1㎞または2㎞1㎞または2㎞
定定200200 組（抽選）組（抽選）
費費1組1組 1,5001,500 円（傷害保険料含む）円（傷害保険料含む）
申・申・問問1月1月 1010日㈫～日㈫～1616日㈪にスポーツ振興課または日㈪にスポーツ振興課または
KIX泉州ツーリズムビューローに備え付けの申込用紙KIX泉州ツーリズムビューローに備え付けの申込用紙
を直接、スポーツ振興課を直接、スポーツ振興課 447－ 7072、または郵送、または郵送
でKIX泉州ツーリズムビューローへでKIX泉州ツーリズムビューローへ〒 596－ 0054宮
本町27－1　泉州ビル2階　 479－ 3620

詳しくは
こちらから

実際のオリジナル口紅

過去の様子


