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岸和田城下町ひなめぐり

桃の節句に合わせ、岸和田城周辺
の施設で、ひな人形を展示します。
日日２月２月1717日㈮～３月5日㈰　日㈮～３月5日㈰　場場岸
和田城・二の丸広場観光交流セン
ター・自泉会館・五風荘・岸城神社・
杉江能楽堂（岸城町）、だんじり会館・
まちづくりの館（本町）　問問岸和田
市観光振興協会 436－ 0914

わくわくコンサート ～フルート
＆ピアノで春いっぱい！～

幼児と保護者向けクラシックコンサ

ートです。兄弟姉妹同伴可能です
が、チケットが必要です。
日・時3月5日㈰午後2時開演（30
分前開場）　場自泉会館（岸城町）　
曲目 「ガヴォット」（ゴセック）、
「トロイメライ」（シューマン）ほか
出演音楽玉手箱マトリョーシカ
チケットペア1,000円（当日 500
円増。追加子どもチケット 500
円。自泉会館で販売）　定20 組　
問岸和田文化事業協会 437 －
3801

フレッシュプレミアムコンサート
未来へ ～ここから～

令和 3・4年度の優秀者が出演し
ます。最優秀賞・優秀賞も選出し
ます。
日・時３月12日㈰午後2時開演
（30 分前開場）　場マドカホール
（荒木町 1丁目）　出演浦部晏未・
大槻夏子・中地莉子・髙木真実子
・竹ヶ鼻智絵（ピアノ）、久保侑可
（クラリネット） 、永田雅子・安江

陽奈子・佐々木真衣（ソプラ
ノ）、蘭サクソフォンカルテット
チケット1,000円（当日 200円増。
自泉会館で販売）　定200人　問岸
和田文化事業協会 437 － 3801

きしわだ野菜まるしぇ

「彩
あ や

誉
ほまれ

®にんじん」はもちろん、地
元農家が愛情込めて育てた朝採れ野
菜が勢ぞろいします。
日・日・時時２月２月1212日㈰午前日㈰午前1010時～午後時～午後
4時（売り切れ次第終了）　4時（売り切れ次第終了）　場・場・問問二
の丸広場観光交流センター（岸城
町） 436－ 3430

怒りをぶつけない「わたし」に
なりたい ～アンガーマネジメン
トを学ぶ～

パートナーや子どもなど、さまざ
まな人との関係における怒りのコ
ントロール方法をグループワーク
などを通して学びましょう。
日・時２月18 日㈯午後 2 時～ 4
時　場男女共同参画センター（加
守町4丁目）　講伊田広行氏（立命
館大学非常勤講師）　定30 人（申
込先着順）　　保2 歳～就学前児
童 6人（申込先着順。傷害保険料申込先着順。傷害保険料
100100円円。2 月 10 日㈮までに要申
し込み）　申・問電話またはファ
クス・電子メール（講座名、住
所、氏名、電話番号、保育希望者保育希望者
は子の氏名・生年月日・性別・アは子の氏名・生年月日・性別・ア
レルギーの有無を記入レルギーの有無を記入）で男女共
同参画センターへ 441－2535　
 441 － 2536 {danjoc@city.
kishiwada.osaka.jp

はあとふるシアター

映画を通して、人を大切にするヒ
ントを見つけてみませんか。
日・日・時時2月2月1818日㈯①午後 2時 ②午日㈯①午後 2時 ②午

後2時後2時5050分　分　内①「imagination」 
②「親愛なる、あなたへ」　定各
30 人（当日先着順）　　場・場・問問男女
共同参画センター（加守町4丁目）
 429－9833　 441－2536

意外と知らない調味料の話 ～さし
すせそ、「さ」と「せ」のおはなし。～

今回は砂糖と醤油のお話です。
日日①砂糖…①砂糖…2月2月2121 日㈫ 日㈫ ②醤油…②醤油…
3月7日㈫（全 2回）　3月7日㈫（全 2回）　時時午前午前 1010
時半～午後 0時半　時半～午後 0時半　場市立公民
館（堺町）　講井上雅香氏（健康
管理士一般指導員）　費600円（菓
子代）　定14人（抽選）　　保１歳半
～就学前児童 6人（申込先着順）
申・問2 月 15 日㈬まで
に QR コードから市
立公民館へ 423 －
9616

かしましフェスティバル

４年ぶりの開催です。ぜひお越し
ください。
日・日・時時２月２月2626 日㈰午後 1時～ 4時　日㈰午後 1時～ 4時　
場場男女共同参画センター（加守町4
丁目）  内手づくり百軒横丁、女性
会議活動の展示、ティーコーナー、
バザー、タップダンス、福引　問問岸
和田女性会議（馬場） 439－84
90

知っとく！なっとく！お金の話

NISAや iDeCoなど、自分の資
産を運用するにはどのようなもの
があるのかを知りましょう。
対対20 代・30 代の人、興味のある
人　日・日・時時３月３月1111 日㈯午後 2時～日㈯午後 2時～
4時　4時　場場市立公民館（堺町）　講伊
東亜記子氏・森川勝彦氏（ＳＭＢ
Ｃコンシューマーファイナンス株
式会社）　定20 人（申込先着順）　　
申申・・問問QR コードから
市立公民館へ423－
9616

日時 場所・問合
3/11 ㈯
11:00～

八木図書館（池尻町）
 443－ 6849

3/12 ㈰
13:00～

春木図書館（春木若松町）
 436－ 0679

それぞれの性について考えよう ～“ふつう”ってなに？～
　性の多様性について理解を深め、一人ひとりの「個性」の大
切さを考えてみませんか。大阪府共催講座です。
日・時2月 24日㈮午後2時～4時
場男女共同参画センター（加守町4丁目）
講いのもと氏（特定非営利活動法人QWRC〈クォーク〉）
定30 人（申込先着順）
申・問2 月 22 日㈬（手話通訳は 2 月 10 日㈮）までに電話
またはファクス・電子メール（講座名、代表者の住所・氏（講座名、代表者の住所・氏
名・電話番号、参加人数、手話通訳の要否を記入）名・電話番号、参加人数、手話通訳の要否を記入）・QRコ
ードから人権・男女共同参画課人権推進担当へ

429 － 9833　  441－ 2536　{{jinkens@city.
kishiwada.osaka.jp

　人形劇団「おじかくらぶ」の
皆さんが熱演します。当館スタ
ッフによるタコのお話もありま
す。小学生以下は保護者同伴で
お越しください。
日・時3 月12 日㈰①午後 1時
半～ 2時半 ②午後 3時～ 4
時
場自然資料館（堺町）
定各 50人（当日先着順）
問自然資料館 423－ 8100

　「みなみちゃんとおはなしたい」
によるおはなし会と工作を、家族
や友達と一緒に楽しみましょう。
対幼児以上
日など表のとおり
定各 20人（申込先着順）
申・問2月21日㈫から各図書館へ

子どもから大人まで参加できる文化芸術体験ワークショップです。小
学2年生以下は保護者同伴で。申込先着順です。★は材料費が必要です。
　詳しくは、市ホームページをご確認ください。
日3月 11日㈯
場マドカホール（荒木町1丁目）
申・問2月11日㈷午前 10時から電話でマドカホールへ 443－ 3800

内容 対象 時間 定員
①楽しいキッズバレエ
②おとなのバレエレッスン

①3歳～小学3年生
②中学生以上の女性

① 9:45 ～
② 11:15 ～ 各10人

健康ヨガ 成人女性 10:00 ～ 7人
初めてのフラダンス 4歳～成人 10:00 ～ 8組
私だけのコサージュ作り★
（材料費 1,000 円） 小学生以上 ① 10:00 ～

② 11:00 ～ 各 8人

ヘンテコ仮面を作ろう！ 5歳～成人（小学3年
生以下は保護者同伴）

① 10:30 ～
② 14:00 ～ 各 20人

今からでも遅くない！
大人も子どもも
ピアノレッスン♪

ピアノ未経験の4歳～
成人（アートマルシェ
未体験者のみ。小学生
以下は保護者同伴）

13:00～
（1人20分） 7人

素敵なリース作り★
（材料費 1,000 円） 小学生以上 ① 13:00 ～

② 14:30 ～ 各 6人

レザーで作ろう！ オリジナル
トレイ★（材料費 500円）

小学生以上（小学生は
保護者同伴）

① 13:30 ～
② 14:45 ～ 各 8人

マドカ de踊ろう！ 4～ 20歳 14:00 ～ 8人
ちぎり絵を作ろう！ 小学生以上 14:00 ～ 10人
竹で作ろうマグカップ 小学生以上 14:00 ～ 10人

芸術・文化

暮らし

岸和田のむかしばなし人形劇
「蛸地蔵」

春のおはなし会スペシャル

第第1313回  アートマルシェ回  アートマルシェ第13回  アートマルシェ

※時間は 40分程度です。

五風荘のひな人形五風荘のひな人形五風荘のひな人形


