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●心学塾作業所バザー 衣類や雑貨引
き取ります。７月10日・24日10時〜
14時、市役所本館北広場。雨天中止。
山添☎859-9194
●七夕祭 楽市楽座。音楽、紙芝居、フ
リマ、野菜市、マジック。７月６日９
時、茄子作春日神社。無料。中村☎
090-8930-7158
●大阪フォークソングクラブコンサート
７月28日13時30分開演、蹉跎#２
階音楽室。無料。小橋☎080-31382987
●ひらかた九 条の会 伊藤千尋氏講演
「９条がつくるアジア・日本の平和」。
９月７日13時30分、メセナ。千円。
浜中☎080-4483-0881
●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。８月24日14
時、南部#。1500円。音の風景・
喜多川☎844-0720
●びわこ水ツアー ８月２日。無料。は
がきに住所・氏名・年齢・電話番号。７
月12日締切。職員関係労組（岡東町８
-34）☎845-3361
●フルートアンサンブルピュア定期演奏
会 ルパン三世。７月18日13時30分、
寝屋川アルカスホール。無料。仲田☎
090-9989-0191
●こ ど も と 本 正 置 友 子 氏 講 演 会 。
「100まんびきのねこ」を深く読みとく。
７月５日10時、メセナ。年２千円。西原
☎・Ю845-3615
●寝屋川演奏家クラブフレッシュ＆定期
演奏会 ８月３日13時、エルおおさ
か。千円（60歳以上・小学生500
円）。山添☎・Ю856-1672
●キッズ合唱体験会 枚方合唱協会小１
以下幼児クラス新設。７月27日10時15
分〜11時、サンプラザ#。無料。
林☎・Ю850-8014
●ハワイアンキルト体験 ７月13日10
時〜17時、南部#。２時間千円。要
予約。パッチワークフレンズ・高田☎
090-9613-7860、Ю852-5346
●長引くうつを語り合う 誰でもうつに
なる。７月13日13時、菅原#。無
料。先着５人。サロンコンカローレ・
松尾☎090-8821-7052
●キッズワークショップ枚方 楽しい物
作りや宿題も。予約なし。７月28日10
時30分、楠葉#。300円〜。
イチカラ☎080-3853-0852
●小 学生ドッジボール体 験（小１〜４年
生） ７月28日15時、山田東小。無料。
日曜13時見学随時。田中Эwanpaku.
yamahiga@gmail.com
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●なかよし会 カラオケ。50歳以上。第
２か３土曜14時、枚方・楠葉。実費。

竹元☎070-3999-0806（19時以降）
●カラオケ・カモメのジョナサン 新曲
課題曲。水・木・土曜各２回13時、楠
葉カラオケ店（実費負担）
。月500円。
岸谷☎855-3808
●ねむの木カラオケサークル 歌で笑顔
と感謝。第１・２・３月曜12時30分、
牧野#。入会500円、月２千円。金田
☎・Ю856-8009
●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３千円。安田
☎・Ю844-1966
●混声合唱・ＯＳＣ（ｍ）メイト 世界名
曲。第２・４水曜14時30分、カトリッ
ク香里教会。入会500円、月２千円。
小原☎853-8109
●女声コーラスむぎ 笛 毎週木曜９時
30分、第３週を除く土曜17時、青少年
Ｃ他。入会1500円、月３千円。むぎ笛
☎090-8938-3111
●コラール混声合唱団 混声を一緒に楽
しみましょう。見学歓迎。毎週土曜13
時30分、御殿山#。月2500円。山上
☎080-2533-6699
●枚方合唱協会シャイニー混声合唱団
一緒に合唱しましょう。中学生以上。第
１土曜13時、市民会館音楽室。月千
円。林☎・Ю850-8014
●童謡・青春歌 ピアノ伴奏で歌。歌レ
クで脳トレも。月１回水曜10時、蹉跎
#。月800円、本代別1188円。田辺
☎090-9616-0098
●コパン 歌と簡単体操でイキイキハッ
ピー。７月５・12日、８月２・23日金
曜13時30分、楽寿荘。１回300円。
霜野☎080-5319-7432、Ю278-5160
●エンゼルミューズ 生演奏で歌おう。
仲間作り。第４火曜10時、御殿山駅10
分三栗ダスキン。１回500円。宮武☎
856-6070（午前）、Ю857-0100
●生オケ愛好会 プロバンド演奏で歌い
ませんか。カラオケ大好き人間可。月１
回ライブ。年千円。アスケ☎0909615-7535、Ю847-1095
●みどり詩吟同好会 詩吟始めません
か。初心者歓迎。毎週金曜（月３回）
15時15分、南部#。月1500円。
島田☎852-2140
●枚方詩吟研究会 詩吟を始めてみま
せんか。初心者歓迎。見学可。毎週土曜
13時、楠葉#。月千円。永田☎0909053-1543
●詩吟いきいきクラブ 基礎を丁寧に指
導あり。初心者歓迎。第２・４金曜12
時30分、サプリ村野。月千円。川村☎
090-9696-5628
●楽しい詩吟の会 新入会多数歓迎、簡
単な腹式発声で皆と元気に。見学可。月
２回金曜13時、蹉跎#。月1200円。
倉☎849-0486
●詩吟きらく同好会 詩吟始めません
か。女性男性大歓迎。楽々簡単発声で。
月２回金曜13時、南部#。月1200
円。萱室☎・Ю831-8211
●津田油絵サークル 仲間と楽しく描き
ましょう。水彩もＯＫ。月２回金曜13
時、津田#。入会・１回各千円。川瀬
☎859-2408

●潟句会 四季を感じ仲間と俳句を作
りませんか。第４土曜13時、菅原
#。月千円。中井☎090-7752-5697
●はじめてピ アノ 初心者。幼児〜大
人。月２回金曜午前、土曜午後、日曜午
前・午後、蹉跎#。月2500円。田辺
☎090-9616-0098
●牧野ぴあの 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
●ギターサークル枚方 演奏仲間募集。
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
●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☎0901914-8063
● 社 交 ダ ンス・スターズ 男 性 プ ロ 指
導。月３回月曜初級９時30分、中級10
時30分、青少年Ｃ。月３千円。森山☎
090-5656-2496
●枚 方太極拳同好会 簡化・剣・楊
式。見学可。毎週金曜10時15分、総合
体育館武道場。入会千円、月2500円。
吉岡☎848-8578
●市民日本拳法の会 無料体験歓迎。
小学生〜高齢者男女。毎週月曜19時、
枚二小学校。入会千円、月２千円。大音
☎・Ю844-7751
●ハッピーマジック 本格奇術の基本技
から演技演出までやさしく。第２・４金
曜13時、市民会館。３カ月３千円。
辻本☎・Ю858-4370
●気功呼吸体操 第２・４土曜（７月
は13日・20日）10時30分、サンプラ
ザ#。１回500円。飲物持参。福田☎
090-6414-8822
●藤阪プラス バレーボール始めません
か。見学・体験可。毎週土曜14時30
分、藤阪小学校体育館。月千円。土井☎
090-6824-0817
●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
他。試合は週末。月３千円。藤井☎
090-8792-9373、Ю852-5795
●ソフトテニスボール・ダンディーズ 毎
週木曜10時、春日テニスコート。月千
円。安澤☎080-4828-0083
●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☎・Ю8540015
●ママヨガ＆ストレッチポール 子連れ
ＯＫ。月３回火・木曜10時か11時、南
部#。入会２千円、１回千円。川﨑☎
080-5340-1343
●ヨーガ蓮華 心も体もほっこりしませ
んか。月４回月曜10時、メセナ。入会
500円、月2600円。江守☎841-3938
●リトル・アニー 初心者でも必ず動け
る楽しいエアロビクス。毎週木曜10
時、メセナ。入会千円、月3500円。
松本☎090-2383-6336
●Ｋクラブ英会話 外国人と話そう。月
３回土曜13時〜15時、サンプラザ
#。入会・１回各千円。斉藤☎0903670-6935
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市内大学情報

■歯科大わくわくキッズセミナー＠まきの
対象は小学５・６年生。７月26日９時、
同大牧野学舎。無料。電子メールに住
所・参加者と保護者の氏名・学校名・
学年・電話番号を書いて専用アドレス
（ Эwakuwaku@cc.osaka-dent.
ac.jp）へ。１家族につき１通。先着
20人。 Ф 同 大 医 療 保 健 学 部 ☎8569951

国・府などからのお知らせ
■淀川河川公園フォトコンテスト2019
テーマは「あなたの好きな淀川河川公園
の風景」
。プロ・アマ問わず応募可。７月
１日〜11月30日に同公園ホームページ
（ Яhttps://www.yodogawa-park.
go.jp/）の専用フォームに写真データ
をアップロード。インスタグラムから
も応募可。詳細は同公園ホームページ
参照。Ф淀川河川公園管理センター☎
06-6994-0006
■キッズＤＪ募集 夏休みにラジオに
出演しませんか。対象は小学１年生〜
中学３年生（２人１組、小学１年〜３
年生は保護者と２人１組）。抽選で約
50組。７月７日必着。詳細はＦＭひ

らかたホームページ（Яhttp://www.
kiku-fm779.com/） 参 照。 Фエ フ エ
ム ひ ら か た ☎843-0081、 Ю8438686
■「ふれあいガーデン枚方」農園入園
者募集 空き区画・入園料は問い合わ
せを。ФＪＡ北河内営農指導課☎8367777
■保育士就職・復職セミナー 保育士
を目指す人向けのセミナー。資格の有
無は問いません。７月26日13時30分
〜15時30分、ハローワーク枚方（ビ
オルネ・イオン枚方店６階）
。無料。
要事前予約。先着50人。Фハローワー
ク 枚 方 職 業 相 談 部 門 ☎8413363(41#)
■各種自衛官等の募集 18歳以上の
男女。一般曹候補生・自衛官候補生は
33歳未満。航空学生は高卒（見込み
含む）で海上は23歳、航空は21歳未
満。 Ф 自 衛 隊 守 口 出 張 所 ☎・ Ю066997-7339
■海上保安官職員募集 海上保安大学
校学生・海上保安学校学生。受験資格
や受付期間などの詳細はお問い合わせ
を。Ф大阪海上保安監部管理課☎・Ю
06-6571-0221
■放 送 大学10月入学生募 集 テレビ
やインターネットによる授業を行う通
信制大学。出願期間は第１回が８月

そ の 他
●ＣＤ雑誌さつき第151号発行 視覚障
害者のためのＣＤ。瀬戸内寂聴文「月の
うさぎ」他。朗読グループさつき・利重
☎840-1738

31日、第２回は９月20日。Ф放送大
学 大 阪 学 習 セ ン タ ー ☎06-67736328、Ю06-6773-6322
■サマージャンボ宝くじ発売 収益金
は市町村のまちづくりに使われます。
府内で購入を。発売期間７月２日〜８
月 ２ 日。 抽 選 日 ８ 月14日。 １ 枚300
円。Ф（公財）大阪府市町村振興協会
☎06-6941-7441、 Ю06-69424670
■不動産無料相談会 不動産でお困り
の人に無料で相談。７月19日10時〜
11時30分、市民会館。事前予約優先。
Ф（公社）全日本不動産協会大阪東支
部 ☎06-4250-9191、 Ю06-42509192
■ 行政 書 士による無 料 相 談 会 遺言
書・相続、成年後見、内容証明書の作
成など。７月14日13時〜15時、市民
会館。無料。当日直接会場へ。Ф行政
書 士 会 枚 方 支 部 ☎090-2111-6667、
Ю814-9921
■国民年金基金とは 国民年金に年金
を上積みする公的制度。60歳未満の
第１号被保険者（自営業者など）に加
え、任意加入者（65歳未満)も可。付
加年金同時不可。税制面で優遇措置あ
り。Ф全国国民年金基金大阪支部☎
0120-65-4192
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ミニ情報

ル。１回300円。本多☎・Ю857-7498
●子どもへの経済援助を考える親の会
働かない子どもと老後。第２土曜９時
45分、メセナ他。１回300円。荻野☎
070-6549-1559
●枚方発明アイデアクラブ 街の発明家
の集い。女性の方歓迎。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 ホーム又希望の
所へ出向きます。第１・３金曜18時、
御殿山#。入会千円、月1500円。乾
☎090-3849-5239
●遊ゆうマジック枚方 マジックを楽し
みませんか。第１・３木曜13時〜17
時、教文センター。半年５千円。池田☎
855-9503
●市民オンブズマン枚方 枚方市政を学
びさらに良い町へ提言。第１日曜10時、
サンプラザ #。年千円、月500円。
富田☎・Ю813-3384
●元気塾 元気な方、もっと元気にす
ごしたい方集合。第４土曜10時、サン
プラザ#。年千円、月500円。林☎・
Ю843-6128
●雑学大学 すべてはわが師。皆さん
と一緒に学ぶ会。第３土曜10時、サン
プラザ#。年千円、月500円。三田☎
850-1503

#生
= 涯学習市民センター︑

●墨雅の会 墨と顔彩で身近な草花を
描く。参加者募集。毎月第４月曜13時
3 0 分、メ セ ナ 。 １ 回 5 00円。秋武☎
090-1964-3684
●水彩グループ「四季」 初心者歓迎。
四方画伯指導。野外スケッチ有。第２・
４木曜13時、御殿山#。月2500円。
松尾☎848-1490
●囲碁野菊の会 講師と男女会員楽し
く。女性初中級歓迎。毎週金曜９時30
分、南部#。７月入会無料、月２千
円。櫛谷☎・Ю846-4687
●寺子屋囲碁会 囲碁を楽しんで、棋
力の向上と会員相互の親睦。毎週月曜
13時、南部#。月500円。森岡☎・
Ю396-1569
●座禅と講和の会 指導は元金閣寺執事
長・江上泰山老子。毎月第３月曜13時
3 0 分、楽 寿 荘 。 １ 回 600円。大谷☎
090-3272-7324、Ю844-4041
●牧野本町囲碁クラブ ５級〜３段のな
ごやかな碁会。毎週月曜13時〜17時、
牧野本町自治会館。月500円。大西☎
850-7759
●牧野碁友会 先着７名募集。入会希
望者は直接会場まで。毎週木曜13時、
牧野#。入会２千円、月500円。布施
☎090-9055-2576、Ю857-1969
●菅原囲碁の会 若干名会員募集。毎
週火曜13時、菅原#。入会千円、年
６千円。河相☎・Ю868-5207
●釉遊会 陶芸を楽しみましょう。数

名。第１・３木曜９時〜17時、御殿山
#。月500円。小原☎・Ю851-7768
●木彫の創美会 木彫りに興味のある
女性の方。見学歓迎。毎週火曜９時、御
殿山#。入会２千円、月600円。五味
☎844-3172
●紅風会 民謡舞踊の稽古しません
か。洋服可。第１・２火曜13時30分〜
15時30分、南部#。1回800円。
前田☎080-5717-7863
●すみれ会 書道を自由教材で自習。同
日英会話への参加は自由。第２・４月曜
13時〜17時、教文センター。月500
円。土井☎846-5964
●親子狂言の会 発表会有り。詳細は
電話で。月１回土曜10時〜12時、意賀
美神社。親子無料、大人２千円。岡村☎
080-2480-6911、Ю868-7036
●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
●ＭＩＭＩ刺繍サークル 刺繍を通し親
睦交流。初心者歓迎。第２か４土曜13
時〜17時、楠葉#。月２千円。赤楚
☎090-4037-2651
●楽しいお父さんの料理 追加募集。気
軽に始めませんか。60代後半中心。第
３火曜10時、津田#。半年１万円。
神取☎866-2591
●くらわんかそば打ち愛好会 男女中高
年歓迎。第１・２土曜９時、楠葉#。
月２千円、体験千円。牧野☎0909116-4226
●不登校の親の会カモミール カウンセ
ラー参加。毎月第３土曜19時、ラポー

