催
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#生
= 涯学習市民センター、
＝スポーツセンター、ラポール＝ラポールひらかた、メセナ＝メセナひらかた会館、青少年Ｃ＝枚方公園青少年センター

●エコードシャンソンミニライブ ６月28
日14時開演、御殿山サカミティー。500
円。ケーキセット付。石川☎857-5309
●ハートフルタイム 懐かしい歌をうた
おう。高齢者対象。６月29日14時30
分、楠葉#。無料。要申込。社協こも
れび☎856-9177
●うたごえ喫茶 ６月23日14時～16
時、サンプラザ#視聴覚室。500円
（コーヒー付）。枚方年金者組合・杉澤
☎・Ю854-7114
●和太鼓体験 熊本復興支援太鼓。６
月17日・７月１日14時、寝屋川中央公
民館。小中学生無料。NPO法人雅夢・
内田☎090-8752-0336、Ю829-4461
●第４回定期演奏会 女声合唱団コール
西風。６月10日開場13時30分、開演
14時、アルカスホール。入場無料。手塚
☎080-1426-1162
●ラ・ヴィータ アンサンブル20年目の
コンサート。７月９日14時、アルカス
ホール。千円。お待ちしています。伊豆
☎826-8196
●西尾知子ミニコンサート 心にしみる
ピアノをあなたのもとに。
７月８日14時、
南部#。千円。喜多川☎844-0720
●膝痛教室 運動機能の衰えの予防目
指し。６月29日10時、菅原# 。無
料。電話で先着30人。長尾健康リーダ
ー・堀之内☎857-8135
●ひらかた元気くらわんか体操 頭も使
って健康づくり。毎週土曜13時30分、
アンブラッセ枚方公園。無料。見並☎
896-5741、Ю896-5774
●子育てネットくるみの会ベビーマッサ
ージと骨盤体操 ６月８日10時、岡本
町会館。300円。予約不要。黒田☎
090-3051-8281、Ю807-5725
●グッスリ快眠ヨガ ６月12日10時～
11時30分、蹉跎#。無料。動き易い
服装・飲み物。要申込。健康リーダー・
行定☎831-6605
●60歳からのヨガ教室無料体験会 ６
月26日13時15分～14時45分、楽寿荘
多目的ホール。ふれあいネットひらかた
☎090-2283-7625、Ю867-8852
●ほのぼのくらぶ 知的障害自閉症の子
をもつ親同士でお話しませんか。６月
20日10時30分、南中振１。無料。山口
☎090-6260-7000、Ю834-3234
●ガールスカウト体験 親子で参加。６
月11日10時～14時、楠葉中央公園、雨
天時楠葉#。無料。大阪101団・大滝
☎090-9284-5401
●心 理学入門講座体験・説明会 ６月
21日10時30分～12時、ラポール。無
料。詳細はＨＰ。京阪総合カウンセリン
グ☎814-7140、Ю807-8191

会員募集

●カラオケ優美会 60歳以上。新曲と
自由曲。第２日曜９時30分、総合福祉
センター。入会・半年各２千円。織田☎
090-9544-9431
●スズランカラオケ同好会 新曲を楽し
く歌いましょう。第２・４金曜９時、菅
原#。入会千円、月２千円。榊原☎
859-0502
●パンジーカラオケ 新曲を講師指導。
ＴＶ画面で楽しく。第２・４木曜12時
15分、南部#。入会千円、月２千
円。井筒☎849-6876
●カラオケ夢わくわく 新曲・ＴＶで練
習と自由曲。木・土曜各２回13時、菅
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原#。入会２千円、月500円。岩永☎
090-4257-2586
●モモカラ 新曲を楽しく歌いません
か。指導有り。毎週木曜19時～21時、
牧野#。入会500円、月2500円。
阿久根☎856-0791
●ハナミズキカラオケ 楽しくテレビで
新曲を。第１・第３水曜12時15分、津
田#。入会千円、月２千円。池田☎
090-7359-1487
●ベル・コローレ 美しいハーモニーは
ベルカント唱法の基礎から。月３回火曜
10時～12時、蹉跎#。月3500円。
辻☎・Ю840-0879
●混声合唱大阪シンフォニッククワイア
土の歌。毎週水曜18時30分か金曜10
時、メセナ他。入会２千円、月3500
円。御池☎854-1486
●女声合唱団コールラーク 美しいハー
モニーをご一緒に。月３回水曜９時30
分、菅原#。入会千円、月３千円。
山本☎851-7309
●女声コーラスヴィオラ ご一緒に楽し
く歌いませんか。見学歓迎。月３回火曜
15時30分、菅原#。月2500円。西島
☎859-7174
●女声合唱ＫＯＫＡ 初心者歓迎。発声
の基本から。岡嶋佳世指導。毎週土曜
10時、春日小か南部#。月２千円。
大西☎・Ю853-5574
●女声コーラスむぎ 笛 毎週木曜９時
30分、第３除く土曜17時、青少年Ｃ
他。入会1500円、月３千円。むぎ笛☎
090-8938-3111
●女声コーラスプチとまと 合唱を楽し
みませんか。見学歓迎。月３回水曜15
時30分、蹉跎#。月3500円。松本
☎・Ю841-1586
●女声コーラスそよ風 ご一緒に楽しく
歌いませんか。月３回金曜10時、サン
プラザ#他。入会千円、月３千円。
石附☎833-0100
●女声合唱団オクリーエコー ご一緒に
楽しく歌いましょう。毎週火曜10時、
サンプラザ#。入会千円、月３千円。
小川☎852-5523
●枚方合唱協会子ども合唱団シャイニー
キッズ 第１・３・４土曜９時30分、
市民会館音楽室。入会500円、月1500
円。林☎・Ю850-8014
●合唱団赤とんぼ 童謡・抒情歌等楽し
く歌ってます。第１・３木曜10時、菅
原・津田#。月1500円。浅田☎8554434
●合唱団なかま 混声で楽しく歌ってい
ます。毎週土曜19時～21時、サンプラ
ザ#。月３千円。雀部（ささべ）☎
855-5721
●ハウスオブラヴゴスペルクワイア 歌
おうゴスペル。月２回木曜19時、牧野
#。入会3千円、月3500円。西田☎
090-5121-0493、Ю800-3123
●歌って健康アップ 童謡や青春歌を歌
って元気に。初心者歓迎。第１・３月曜
11時、楠葉#。月1500円。小澤☎
090-7103-4793、Ю894-0667
●けやきの会詩吟同好会 詩吟はじめ
ませんか。初心者歓迎。毎週木曜18時
15分、南部#。月1300円。川北☎
090-7481-9006
●やすらぎ詩吟同好会 初心者の男女多
数入会可。皆で吟詠する明確な指導。月
２回土曜13時、蹉跎#。月1200円。
黒田☎・Ю852-5676
●三楽健康詩吟 多数の新入会歓迎。
無理なく声を出す楽しい練習、見学可。
月２回水曜13時、蹉跎#。月1200
円。喜多☎832-7972
●枚方いきいき詩吟会 男女大歓迎。簡
単腹式発声を皆で楽しく。月２回火曜
13時、岡集会所。月1200円。川村☎
857-0694
●ギターサークル枚 方 演奏仲間を募

集。３パート合奏練習、訪問演奏。毎週
水曜18時15分、蹉跎#。月千円。安澤
☎080-4828-0083
●音楽サークルドレミ フォーク・ポッ
プスをギター伴奏で歌ってます。毎週土
曜19時、蹉跎#。月500円。喜多
☎・Ю853-3184
●ギタークラブチェラーレ クラシック
ギターの演奏仲間募集。月３回土曜午
前、楠葉#。月３千円。青笹☎0908530-8499
●ウクレレクラブ 始めませんか。初心
者歓迎。月３回土曜９時30分、サンプ
ラザ#。１回千円。谷口☎090-99955765
●香里マンドリンアンサンブル 合奏の
できる人。第１・３水曜18時、香里自
治会館。入会・月各千円。岡本☎・Ю
833-3765
●はじめてのピアノ 好きな曲を初歩か
ら指導。幼児～大人。月２回日曜12時
～14時、蹉跎#。月2500円。田辺☎
090-9616-0098
●和太鼓かがやき 障害児・者と親子で
楽しくたたこう。月２回火曜16時・17
時、蹉跎#。親子で月３千円。西出☎
090-2351-8621、Ю833-2821
●ぴあのドルチェ 個々のレベルで弾
く。初心者歓迎。体験有。第２・４木曜
午後、菅原#。月３千円。坂部☎
090-9114-8450
●牧 野ピアノ 好きな曲を講師と楽し
む。初心者歓迎。第２・４火曜午後、牧
野#。月３千円。岡村☎090-84673104
●ハンドベル・ベルアンダンテ 楽譜が
読める人。月３回木曜、菅原#。入会
２千円、月３千円。前田☎080-57113623
●大正琴・和琴会 童謡・唱歌や懐かし
い曲を弾こう。初心者歓迎。月２回水曜
13時、津田#。月３千円。河本☎
090-7103-4793
●社 交 ダンス・竹の会 女性歓迎しま
す。見学にどうぞ。毎週水曜18時30
分、津田#。入会千円、１回600円。
たいら☎・Ю851-0813
●社交ダンスモアステップ シニア見学
歓迎。毎週月曜９時30分～12時30分、
メセナ。月３千円。杉本☎090-19148063
●社交ダンス・くずはフレンズ 女性プ
ロの指導。初級中級２クラス制。毎週金
曜９時15分、楠葉#。月3500円。
山田☎868-8145
● 社 交 ダ ンス・スターズ 男 性 プ ロ 指
導。初級・中級。男性歓迎。月３回月曜
９時30分、青少年Ｃ。月３千円。津田
☎080-2505-4723
●フラダンス 筋力の強化と体の柔軟
性。第１・３水曜10時、街かどデイハ
ウス横丁サロン。月700円。鈴木☎
090-6377-7752
●らくらく体操 運動不足の人。健康維
持に。毎週月曜10時～11時、南部
#。入会千円、月2500円。上原☎
841-4636
●３Ｂ体操 転倒予防・生活にハリ。第
２・４水曜13時30分、街かどデイハウ
ス横丁サロン。月700円。鈴木☎0906377-7752
●親子リトミックらんらん １歳半まで
無料。音楽満載。笑顔いっぱい。毎週火
曜10時、津田#。月３千円。生田☎
090-2018-1817
●ダイエット体操・運動 楽しく痩せよ
う。毎週月・金曜13時、中宮第３集会
所。入会千円、１回350円。野村☎
090-9045-4157
●シェイプアップ体操 楽しくストレス
発散。体験歓迎。毎週土曜18時30分、
菅原#。入会千円、月２千円。吉田☎
090-5366-3644
←44ページへ続く
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■関西外大公開講座「サッカービジネ
スほど素敵な仕事はない」 ６月14日
17時、同大中宮キャンパス。無料。
要予約。同大秘書室☎805-2801、Ю
805-2864

ミニ情報

国・府など

■国際高等研究所シンポジウム「激変す
る地球時代をいかに生きるか」 ６月

26日13時～17時、大阪大学中之島
セ ンター。無料。ホームページ（Я
http://www.iias.or.jp/）で申し込
み。同研究所シンポジウム事務局☎
0774-73-4000
■プレゼンに役立つ！パワーポイント入
門 ６月29日10時～12時、北大阪プ
ラザ。2160円（資料代含む）。６月
１日10時から要電話予約。北大阪商
工会議所☎841-1200、Ю841-1201
■不動産無料相談会 ６月16日10時
～12時、市民会館。事前予約優先。
（公社）全日本不動産協会大阪東支部

ター。入会千円、月1300円。志麿村
☎・Ю867-0836（夜間）
●パンチュール 人物を描きませんか。
２時間。月３回火曜10時、御殿山#。
1回600円。寺本☎080-3811-9243
●日本史を学ぶ会（古代史） 講師歴20
年。第２・４木曜13時30分、市民会
館。入会千円、１回千円、体験千円。
藤村☎・Ю846-5652
●ハッピー南京玉すだれの会 玉すだれ
を楽しく学びませんか。第１金曜13
時、市民会館。３カ月2500円材料費
別。辻本☎・Ю858-4370
●牧野パソコンサークル 初心者パソコ
ン、タブレット、スマホ学習会。月３回
土曜９時他、牧野#他。月３千円。
太田☎840-0080
●フラワーアレンジ優遊 体験してみま
せんか。毎月第３水曜13時30分、ラポ
ール。月3500円、花材費込み。辻中☎
090-2287-0411
●おかあさんのお針箱 楽しい手芸、ビ
ーズ、編み物、布細工。毎週木曜他、蹉
跎#他。月３千円。太田☎840-0080
●折り紙の不思議 手先を動かして認知
症予防。第２・４月曜10時、街かどデ
イハウス横丁サロン。月700円。鈴木☎
090-6377-7752
●手工芸の会 手先を動かして認知症予
防。第２・４月曜13時30分、街かどデ
イハウス横丁サロン。月700円。鈴木☎
090-6377-7752
●男のまな板クラブ 楽しく料理を作り
ませんか。第４金曜９時30分、楠葉
#。入会２千円、年1800円、月
1500円。北澤☎867-3891
●サークル風・新喜劇 お笑い好き男性
募集。施設慰問。毎週金曜午後、ラポー
ル。月千円。漫才は月500円。声高☎
090-2593-4465、Ю846-5611
●ひらかた懐メロボランティア 老人施
設慰問。初心者サポート。見学可。月３
～６回。入会千円、月300円。土川☎
080-5301-4957
●枚方里山の会・穂谷 里山の自然を楽
しみながらその自然を守る活動です。月
４回水・土曜、穂谷里山。年２千円。
山上☎859-1098
●悠友 自然の中、公園、名所、寺社
などを話楽しく歩く中高年の会。誠実な
人。第１・３木曜。入会・年各1500
円。鈴木☎845-6083
●ひらかたＰＨＰ友の会 松下幸之助の
素直な心を学ぶ会。毎月第２土曜10
時、市民会館。年千円、月500円。富田
☎・Ю854-5588
●イロハ会 昭和16年生まれの女性。
笑顔な日々を過ごす語らいをしません
か。第２土曜、ラポール。年500円。泉
☎859-3052
●香里元気塾 香里地区の高齢者が元気
ですごすための皆さんが集う会。第２日
曜10時、南部#。年千円、月500円。
富田☎854-5588
☎06-4250-9191、Ю06-4250-9192
■行政書士による無料相談会 遺言・
相続、内容証明・示談書の作成など。
６月11日13時～15時、市民会館。当
日直接会場へ。行政書士会枚方支部☎
080-2428-1079、Ю344-5293
■大阪府介護支援専門員実務研修受
講試験 試験日10月８日。受験申込
書は５月25日～６月19日に市役所別
館２階長寿社会総務課、枚方市保健所
などで配布。大阪府地域福祉推進財団
☎ 0 6 - 6 7 6 3 - 8 0 4 4 、 Ю0 6 - 4 3 0 4 2941
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市内大学情報

●枚方ペタンククラブ ペタンク球技を
しませんか。毎週月・水曜午前、香里ケ
丘中央公 園 。 無 料 。 田 中 ☎ ・ Ю 8 5 4 0015
●外国人とトーキング 初・中級クラ
ス。第２・４月曜10時～11時、メセ
ナ。各クラス月３千円。体験1500円。
松村☎090-1247-7540
●いきいき英会話 外国人と。第１・３
火曜12時30分、初級新設13時30分、
市民会館。入会・月各２千円、体験千
円。村田☎・Ю800-5564
●きらり英会話 米人と。第１・３火曜
中級10時45分、市民会館。入会２千
円、月2100円。体験千円。小杉☎・Ю
831-5556
●謝謝中国語 上海出身講師の小組。
学習歴３年以上。見学歓迎。第２・４土
曜10時、南部#。月３千円。大久保
☎090-5676-7291
●中国語雲華会 中国人講師。新開
講。土曜13時30分、サプリ村野。体験
無料。入会千円、月３回３千円。神野☎
090-1916-0493
●Ｋクラブ 外国人と話そう。月３回金
曜13時15分、サンプラザ#。入会千
円、１回千円。斉藤☎090-3670-6935
●色鉛筆 色鉛筆で絵画。第１・３火
曜13時、楠葉#。第１・３木曜９時
30分、つどいの郷中宮。１回千円。宝珍
☎080-5351-1318
●のんびり絵画サークル 水彩画・日本
画。ギャラリー展示も。月２回木曜午
前、南部#。入会２千円、月３千円。
若林☎・Ю854-0254
●筆文字アート 筆ペンで味のある絵や
文字を描こう。月２回火曜10時、菅原
#。月２千円。東☎080-15149000、Ю855-4455
●サークルえんぴつ エッセイ等をお気
軽に書いてみませんか。見学歓迎。第３
火曜13時30分、菅原#。月1100
円。佃☎896-1031
●エッセイつむぐ 気軽に書いてみませ
んか、初心者歓迎。見学可。第２水曜
10時、菅原#。年会費3500円。花田
☎867-0365
●枚方発明アイデアクラブ 自分の着想
を特許発明にしよう。見学可。第２日曜
13時、蹉跎#。年千円、月200円。
北村☎・Ю859-2951
●枚方マジック研究会 アッと驚くマジ
ック。初心者歓迎。第１・３金曜18
時、御殿山#。入会・月各千円。大西
☎090-9983-4459
●囲碁火曜会 囲碁に興味のある方ど
なたでも歓迎。毎週火曜13時、蹉跎
#。入会千円、半年1500円。渡辺☎
833-6410
●枚方将棋同好会 将棋を仲間と楽し
みませんか。初心者も高段者も歓迎。毎
週日曜午後、牧野#。年４千円。池田
☎855-9503
●茶道裏千家流ＯＢ会 老若男女、初心
可。第４土曜午前か午後、総合福祉セン
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●エアロビクスＢｉＢｉ 女性。初心者歓
迎。無料体験可。毎週水曜10時、楠葉
#。入会千円、月2500円。山口☎
868-7370
●楊名時気功太極拳 楽しく健康に。
体験無料。第１火曜・第３月曜13時15
分、楽寿荘。月２千円。和田☎・Ю
835-6812
●太極拳爽健クラブ 初心者対象。毎週
金曜12時30分、楠葉#。入会千円、
月２千円。三木☎090-5099-7833、Ю
857-8896
●太極拳気功サークル 新開講。初心者
向け。無料体験あり。毎週金曜10時30
分、総合体育館。入会千円、月３千円。
渡邊☎・Ю840-0456
●太極拳気功サークル華 新開講。初心
者向け。体験無料。毎週火曜10時、伊
。入会千円、月３千円。細井☎
加賀
840-1272
●自彊術同好会 年齢に関係なくでき
る健康体操です。毎週火曜10時、楠葉
#。入会２千円、月３千円。大西☎
867-6290
●日本拳法枚二支部 小学生１カ月無
料体験。高齢者も歓迎。毎週月曜19
時、枚二小学校。入会千円、月２千円。
大音☎・Ю844-7751
●日本拳法開成館 体験無料。月・金曜
18時40分、開成小。土曜15時、サプリ
村野。入会1500円、月２千円。五十嵐
☎090-6902-5781
●枚方マスターズ陸上クラブ 誰でも入
会できます。女性歓迎。月４回９時、陸
上競技場・山田池公園。月２千円。境田
☎852-0622
●香陽ＭＢＣ 小学生バスケチーム。体
験歓迎。火・木曜17時～20時、香陽
小、土・日曜試合。月３千円。久保田☎
090-4496-2019
●中宮バレー バレーが大好きなママさ
んを募集しています。体験・見学可で
す。毎週土曜13時、中宮小。月千円。
江口☎898-5508
●ママさんバレー・藤阪プラス 部員減
のためメンバー急募。毎週土曜14時30
分、藤阪小学校体育館。月千円。土井☎
090-6824-0817
●女性バドミントンＫＢＣ 初心者も楽
しめます。見学可。毎週火・木曜９時、
総合体育館他。入会千円、月1500円。
小林☎833-2748
●枚方シャトルズ・レディースバドミント
ン 見学歓迎。週２回９時～12時、総
合体育館他。入会千円、月３千円。竹中
☎・Ю853-5780
●スポーツ吹 矢かわせみ 吹矢で健康
に。体験可。月２回木曜13時、青少年
Ｃ。入会千円、１回500円。田中☎
080-1305-1107
●スポーツ吹矢くらわん子 腹式呼吸で
健康に。体験可。月・金曜12時。入会
。山田☎
千円、１回500円。伊加賀
090-8987-5996

