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はーとビュー　☎332−5705　教育推進課　☎337−3150
松原市文化会館　☎336−5755　ゆめニティプラザ　☎334−2111

直通電話の記載のない部署・閉庁時は市役所代表　☎334−1550

※Eメールでの申し込みは件名に講座名を記入してく
ださい。また、受信確認後3日以内に受付完了メール
を送りますが、届かない場合はお問い合わせください

（申し込み先が公民館・はーとビューのイベントのみ）。
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【時】とき　【所】ところ　【内】内容　【講】講師　【対】対象　【定】定員　【￥】費用　【保】保育　【備】備考　
【申】申込み　【問】問合せ　【主】主催　【後】後援　費用・対象の記載がないものは無料・誰でも可

いきがい学習課　☎349−3274
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安

　全

労

　働

募

　集　あなたの語学力を観光ボランティアに活かしてみませんか。外国人観光客が増加している昨今、今後来
訪される観光客を受け入れ、適切な観光案内を行う環境を整備する必要が生じています。そのため、一定
の語学力を持つ人を対象に、本市の歴史や魅力について学び、外国人観光客が来訪した場合に母国語で案
内する観光ボランティアガイドとしてご活躍いただきたいと考え、本講座を開催します。
【時】【内】【講】 各午前10時～正午
◉2月14日㈬　「観光ガイドのノウハウⅠ」　　　来村多加史さん（阪南大学教授）
◉2月21日㈬　「松原市の歴史・文化財・史跡」　西田孝司さん （松原市文化財保護審議会委員）
◉2月28日㈬　「外国人と向き合うノウハウ」　　松村嘉久さん（阪南大学教授）
◉3月  7日㈬　「観光ガイドのノウハウⅡ」　　　来村多加史さん（阪南大学教授）
◉3月14日㈬　「松原市の産業・特産品」　　　　西田孝司さん （松原市文化財保護審議会委員）
【所】市役所8階802会議室【定】【対】先着15人、市外在住者も申込可。【申】申込書（市役所6階観光課で配布、
または市ホームページからダウンロード）に必要事項を記入し、郵送（〒580−8501 阿保1−1−1）・持
参・FAX（薨337−3005）で観光課へ。【問】観光課

多言語対応観光ボランティアガイド養成講座

講座名・内容 とき 対象・定員・費用

ファミリー講座「親子で楽しむリズム体操～真
し ん び

美健康体操～」
　真

し ん び
美健康体操はさまざまな曲に合わせながら、ストレッチ・

筋トレ・脳トレなどを組み合わせた健康体操です。子どもか
ら大人までできる体操です。
【申込締切日】2月12日㉁

2月24日㈯
午前10時～
11時30分

市内在住・在学の小学生とその保護者、
15組30人（児童のみの参加、幼児のつ
きそい不可）、無料  【保】あり

【講】野田知子さん（真
し ん び

美健康体操インストラクター）

ファミリー講座「手作りLEDジェルキャンドル」
　ガラス容器にカラーサンドや貝殻、天然石、
ガラス細工などでデコレーションし、水のよ
うに透き通ったジェルを入れて作るキャンド
ルです（ガラス細工2個付）。火は灯せません
が、幻想的なLEDの光が灯ります。
【申込締切日】2月22日㈭

3月18日㈰
午前10時～
正午

市内在住・在学の小学生とその保護者
12組24人（児童のみの参加、幼児のつ
きそい不可）、1人700円
【保】あり

【講】砂子賢太郎さん（サンチルオーガナイゼーション）

【保】1人1回300円、1歳6カ月～【申】上表の申込締切日
必着で、来所(午前9時～午後5時30分)・はがき（〒580−
0023 南新町2−141−1）・Eメール(heartview@city.
matsubara.osaka.jp)で、はーとビューへ。はがき・Eメー
ルでの申し込みは、①希望講座、②児童氏名(ふりがな)、

③学校名・学年・組、④保護者氏名、⑤住所、⑥連絡先
(電話番号)、⑦一時保育を希望の人は「保育希望」と記入し
てください。 ※募集人数を超えた場合は抽選、募集人数
の半数に満たない場合は実施しないことがあります。【所】
【問】はーとビュー

はーとビュー

マツサポ出張講座
おうちパンアレンジ
もうすぐおひな祭り♪三色
だんご風のパンを作ろう　
　簡単に作れるおうちパン。大変
そうと思っている人も大丈夫。み
んなで作ってみませんか。
【時】3月1日㈭午前10時～11時30
分【所】まつばらテラス（輝）【講】出
口かおりさん（シニアおうちパン
マイスター） ※コーディネーター
NPO法人やんちゃまファミリー
with【持ち物】エプロン・三角巾・
ふきん・ハンドタオル【定】先着
15人【保】あり【申】2月1日㈭から、
松原市市民活動サポートサロン（☎
334−4395、薨334−2055、ma
tusaposaron@yahoo.co.jp）へ。
※Eメールでの申し込みは受信確

ぷち起業家さんのための
行動力を磨く講座

自分と自分のサービスを魅力的に
見せるためのスマホ撮影講座
　初回レッスンの後の疑問点を2回
目に質問することができる連続講
座です。また講座終了後1カ月フェ
イスブックのグループでフォロー
します。単発のスマホカメラレッ
スンで身につかなかった経験のあ
る人もぜひ参加してください。
【時】【内】①2月23日㈮「意外と知ら
ないスマホの操作や使い方レク
チャー」②3月2日㈮「①の復習と写
真がプロ風にチェンジできるアプ
リのご紹介・使い方レッスン」 い
ずれも午前10時30分～午後0時30
分【所】はーとビュー【講】船積優子
さん（フォトスタイリスト）【定】20
人【保】1人300円、各回1週間前ま
でに直接NPO法人子育て支援ぽ
けっと（☎268−2182、薨284−7
733）へ。【申】【問】はーとビュー、

（一社）日本フリーランスウーマン
協会（info@woman-jp.org）

NPO発！市民のまなび応援事業
子育て支援者養成講座
〜愛着の絆を結ぶお手伝い〜
　親子を取り巻く社会の現状を踏
まえて、子育て支援に必要な知識
を学び、実践に活かせる連続講座
です。自身の子育て、孫育てにも
活用できます。
【時】2月24日㈯・3月24日㈯午後
1時30分～ 4時30分【所】ゆめニ
ティプラザ【対】実践的な知識や技
術を身につけ、子育て支援に対し
て理解を深めたい人ほか【定】12
人【主】【申】【問】NPO法人子育て
支援ぽけっと（☎268−2182）

NPO発！市民のまなび応援事業
認知症高齢者徘徊（一人歩
き）声掛け模擬訓練
〜認知症になっても安心して暮ら
せる街づくりのために〜
　認知症高齢者の「徘徊」という
行動を理解し、街の中で困ってい
る一人歩きの人への声掛けの対処
方法を学びます。

認後に受付完了メールを送ります
が、届かない場合はお問い合わせ
ください。【問】【主】松原市市民活動
サポートサロン、松原市（市民協
働課）

【時】2月18日㈰午後1時～ 4時（開
場正午）【所】河合小学校（雨天決
行）【内】●講演（講師 松原宏樹さん

〈大阪市認知症介護指導者〉）●劇団
ファミリーによる寸劇 ●「徘徊」
者への声掛け模擬訓練【持ち物】
上ぐつかスリッパ、筆記用具【定】
先着100人【主】【申】【問】2月10日
㈯までに電話でNPO法人介護支援
の 会 松 原 フ ァ ミ リ ー（☎332−
3120）へ。

　働きたいけれど、社会とのつながり方や人との関わり方に自信がなく
悩む若者の、具体的な次への手がかりを一緒に考えてみませんか。セミ
ナーか相談会のどちらか一方への参加も可能です。
【時】【内】3月7日㈬ （1）セミナー 午後1時30分～ 2時30分 （2）相談会① 午
後2時40分～ 3時30分 （3）相談会② 午後3時40分～ 4時30分 【所】まつば
らテラス（輝） 【講】（1）（一社）おおさか人材雇用開発人権センター（C-STE
P）相談員 （2）（3）C-STEPの相談員とはーとビューの相談員 【対】16歳～
おおむね40代前半の人とその家族、若者の自立や就労問題に関心のある
人 【定】（1）約30人（2）（3）各回先着3組（要予約、空きがあれば当日参加
可） 【申】【問】2月1日㈭～ 23日㈮に来所・電話で、はーとビューへ。

若者・保護者で考える セミナー＆相談会

小学生対象講座

〜子どもや若者のこれからの自立や就職について〜

松原・月ヶ瀬友好交流事業
月ヶ瀬梅まつり見学会
　奈良市月ヶ瀬で開催される「梅ま
つり」で、梅の香りに包まれて歩き
ませんか。月ヶ瀬観光ボランティ
アによる案内で梅渓を巡ります。
【時】3月16日㈮【集合】午前9時30
分、市役所市民プラザ【解散】午後4
時頃【対】市内在住の人【定】46人
【申】2月14日㈬消印有効、往復は
がき（〒580−8501 阿保1−1−1）
で市役所いきがい学習課へ。往信
面に、参加人数全員（2人まで）の住
所・氏名・年齢・電話番号を、返
信面に代表者の住所・氏名を記入
してください。※申し込みは1人1
回のみ有効。往復はがき以外での
申し込み、重複申し込みは無効。
【問】いきがい学習課

なかよし作品展
　南河内地区公立小・中学校の支
援学級と、大阪府立富田林・藤井
寺・西浦支援学校の児童・生徒の
1,000点を超える作品を集めた

「なかよし作品展」を開催します。
【時】2月14日㈬～ 16日㈮午前9
時～午後8時（16日㈮は午後3時ま
で）【所】富田林市「すばるホール」
【問】教育推進課【主】南河内地区
小・中学校支援教育研究会

まつばらダンスフェスタ
2018
　松原市で活動するダンスグルー
プが出演します。
【時】3月4日㈰開演午後2時（開場午
後1時30分）【所】松原市文化会館

（入場無料・全席自由）【出演】MTB
R33・しんける・WHY'$・ダンス
パワーズほか（ゲスト OSAKA翔G
ANGS）【主】松原市・（一財）松原市
文化情報振興事業団【問】松原市文
化会館、ゆめニティプラザ



体験学習講座「古布を使って
座布団をつくってみよう！」
【時】3月4日㈰
午 後1時30分
～（受付午後
1時15分～）
【所】ふるさと
ぴあプラザ【￥】200円【対】【定】小
学生、先着20人【申】【問】2月11日
㈰午前10時から、電話でふるさと
ぴあプラザへ。
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まつばらテラス（輝）　☎330−0326
松原公民館　☎336−2816

安

　全

労

　働

募

　集

29

はーとビュー　☎332−5705　三宅公民館　☎331−0039　松原公民館　☎336−2816
中央公民館　☎334−1330　ふるさとぴあプラザ　☎336−6800
直通電話の記載のない部署・閉庁時は市役所代表　☎334−1550

【時】とき　【所】ところ　【内】内容　【講】講師　【対】対象　【定】定員　【￥】費用　【保】保育　【備】備考　
【申】申込み　【問】問合せ　【主】主催　【後】後援　費用・対象の記載がないものは無料・誰でも可

企画展
｢むかしの道具展-暖をとる-｣
　少し前まで使われていた道具類
や道具の絵などを展示し、当時の
生活の様子を探ります。
【時】開催中～ 3月4日㈰、午前9時
～午後5時（月曜日休館、祝日の場
合は開館)【所】【問】ふるさとぴあプ
ラザ

脳トレ！はじめての
数字パズル（数独）体験

　数独とは、マスの中に1から9ま
での数字を入れるパズルです。初
めての人も、解き方を教えてほし
い人も、ゲーム感覚で一緒に楽し

正しい姿勢と美しい歩き方
レッスン（ママ編）
　歩き方を正していくことで、腰
痛や肩こりが軽減されるといわれ
ています。心身からリフレッシュ
する時間を過ごしてみませんか。

ロコモ体操
～正しい姿勢と歩き方～
　元気に過ごすための健康な足腰
づくりとして、ロコモ体操をして
みませんか。
【時】2月21日・3月7日㈬（全2回）午
後1時30分～ 3時【所】三宅公民館
【講】竹澤摩佑子さん（ウォーキング
アドバイザー）【定】先着12人【￥】参
加費200円（全2回分）【備】動きやす
い服装でお越しください。【申】【問】
2月7日㈬から、電話（月曜・祝日休
館）で三宅公民館「ロコモ体操」係へ。

市民スキー＆スノーボード
教室in野沢温泉
【時】3月23日㈮午後10時～ 26日㈪
午前5時（3泊4日 現地1泊、車中2泊）
市民体育館前集合･解散【所】長野県
野沢温泉スキー場（民宿まさぞう）
【対】市内在住・在職・在学の小学
生以上の男女（小学2年生以下は要
保護者同伴）【定】先着40人【￥】高
校生以上2万8,000円、小･中学生2
万7,000円（1泊4食、講習費、バス
代、保険料など）※別途レンタルス
キー ･ボード・ウェア代、リフト
代、昼食代が必要。費用は事前に
口座振込。【申】【問】2月2日㈮～ 3月
11日㈰に印鑑を持って体育協会事
務局（市民体育館内 ☎330−8370 
月曜日と第3火曜日を除く平日午前
9時30分～午後4時30分、土・日曜
日午前9時～正午）へ。

ステージタイガー演劇公演
「I CONTACT」
　「自殺を未然に予防する『ゲー
トキーパー』」をテーマに描いた、
ステージタイガーの最新作。楽し
みながら地域のつながり、人の温
かさを感じることのできる演劇公
演です。
【時】3月17日㈯午後3時から（開場
午後2時30分）【所】松原市文化会館

（全席自由）【出演】劇団ステージタ
イガー【申】入場整理券が必要。整
理券配布は2月1日㈭より、人権交
流室・はーとビュー・松原市文化
会館・ゆめニティプラザ・ふるさ
とぴあプラザで配布開始。定員に
なり次第配布終了。【問】松原市文化
会館【主】松原市、（一財）松原市文化
情報振興事業団
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人気者“マッキー”の
デコ巻きずしを作ろう
　“マッキー”
のデコ巻きず
しを、一緒に
楽しく作りま
しょう。見た
目がかわいい
だけでなく味もおいしいですよ。
【時】2月25日㈰午前10時～午後0
時30分【所】まつばらテラス（輝）
【講】咲まきこさん（公益法人日本生
涯学習協議会日本デコ巻きずし協
会マイスター）【対】小学生以上【定】
16人【￥】参加費100円、材料費
600円【申】2月15日㈭必着、来館

（返信用はがき代62円持参）・往復
はがき(〒580−0044 田井城1−3
−11)・Eメール(matsubara-ko@
city.matsubara.osaka.jp)で、松原
公民館「マッキーデコ巻き」係へ。
申し込み時に、住所・氏名（ふりが
な）・年齢（学年）・電話番号を記入
してください。※申し込み多数の
場合抽選。【問】松原公民館

　多様な年齢層が利用していただける運動・文化プログラム
を開催します。平成30年度より、運動はこれまで通り3カ月
コース(4月～ 6月)ですが、文化は6カ月コース(4月～ 9月)と
なります。

【応募期間・方法】2月14日㈬～ 28日㈬　午前9時～午後8時
に応募用紙に必要事項を記入し、まつばらテラス（輝）1階受
付にお持ちください。応募用紙はまつばらテラス（輝）、市役
所高齢介護課に設置、もしくは下記ホームページよりダウン
ロードできます。※運動プログラムの応募は1人1講座でお願
いします。
　講座ごとに抽選を行います。当選発表は3月5日㈪　午前9
時～ 11日㈰にまつばらテラス（輝）、もしくは下記ホームペー
ジで3月5日㈪　午後1時からお知らせします。当選された人
は3月5日㈪～ 11日㈰　午前9時～午後8時にまつばらテラス

（輝）でお支払いください。※期間内にお支払いがない場合は
当選取消しとなり、落選者の中から再抽選を行いますので、
ご注意ください。
【問】まつばらテラス（輝） ※詳細はホームページへ。
https://www.mizuno.jp/facility/osaka/matsubara_
terrace.aspx [まつばらテラス（輝）  ミズノ]で検索

まつばらテラス（輝）   平成30年度4月期コース

◆講座利用者の声◆

食事に気を付ける
ようになりました！
（運動プログラム）

前向きな
気持ちになった！
（うたの広場）

お友達が
できました！

（大人のお絵かき）

◆4月からの新講座◆
●薬膳茶＆
　薬膳スイーツ
　季節が体に与える
影響を知り、症状を
緩和させる薬膳茶に
ついて学びます。
　スイーツの試作と
試食付き！

●「体」引き締め体操
　体の使い方を知りな
がら大きな動きで筋肉
をつけたり、引き締め
たり、理想の体を目指
しましょう！

体を動かす習慣が
つきました！

（運動プログラム)

※Eメールでの申し込みは件名に講座名を記入してく
ださい。また、受信確認後3日以内に受付完了メール
を送りますが、届かない場合はお問い合わせください

（申し込み先が公民館・はーとビューのイベントのみ）。

受講生
大募集！

ぷち起業カフェ
　起業する前の人も、した人も、
これからについてお話しませんか。
【時】2月16日㈮午後1時～ 3時【所】
はーとビュー【保】1人300円、2月
9日㈮までに直接NPO法人子育て
支援ぽけっと（☎268−2182、薨
284−7733）へ。【問】はーとビュー、

（一社）日本フリーランスウーマン
協会（info@woman-jp.org）

【時】2月21日・3月7日 ㈬（全2回）
午前10時～ 11時30分【所】まつば
らテラス（輝）【講】竹澤摩佑子さん

（ウォーキングアドバイザー）【対】
子育て中の人【定】先着20人【￥】参
加費200円（全2回分）【保（遊び場）】
2歳～、1人200円【備】動きやすい
服装でお越しください。【申】【問】2
月8日㈭から電話（火曜日休館）で松
原公民館「歩き方レッスン」係へ。

んでみませんか。
【時】2月28日・3月7日・14日㈬（全
3回）午後1時30分～ 3時【所】中央
公民館【講】松本久美子さん（阪南大
学講師）【定】先着16人【￥】参加費
300円（全3回分）、テキスト代626
円（「いちばんやさしいナンプレ」を
使用）【申】【問】2月9日㈮から電話

（月曜・祝日休館）で中央公民館「数
字パズル」係へ。

やんちゃまファミリー with
母親のためのピアサロン

「ココ・カラwith」
【時】①2月6日、②13日、③20日、
④27日各火曜日、 ①③午前10時
30分～午後1時30分、②④午後1
時～ 4時【所】①④ゆめニティプラ
ザ ②はーとビュー ③こみゅに
てぃーひろばNIKO【内】★サロン
テーマ ③「親子de ココ・カフェ」 
※みんなで集まってお話をする場
です（お子さんと一緒に参加でき
ます）。予約不要。 ④テーマ「春
から幼稚園ママの座
談会」【申】予約専用電
話（☎070−6540−8
814）【問】はーとビュー

広 告 募 集 中
広報まつばらには、広告を掲載しています。掲載のお問い合わせは、

広告代理店 合同会社IM 総合企画（☎072－242－7997）
広告代理店　株式会社ホープ（☎092－716－1404）
広告代理店　株式会社宣成社（☎06－6222－6888）　　　
広告代理店　株式会社ブリーズ（☎06－6262－1101）　　　まで。
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松原図書館　☎334−8060　天美図書館　☎336−7300
情報ライブラリー　☎335−4000　天美西図書館　☎330−0551

恵我図書館　☎333−2020　三宅図書館　☎332−8560

スポーツパークまつばら　☎349−0501
市民体育館　☎337−0270

直通電話の記載のない部署・閉庁時は市役所代表　☎334−1550

【時】とき　【所】ところ　【内】内容　【講】講師　【対】対象　【定】定員　【￥】費用　【保】保育　【備】備考　
【申】申込み　【問】問合せ　【主】主催　【後】後援　費用・対象の記載がないものは無料・誰でも可

日本遺産認定記念!
竹内街道・横大路でつなが
るぐるりんバス
大阪・堺〜奈良・明日香
　「日本遺産」に認定された『竹内街
道』の魅力をひとつにつなげる循環
バスを運行します。竹内街道・横
大路（大道）周辺の神社仏閣などの
日本遺産構成資産をはじめ、地域
イベント会場、魅力ある風景など、
地域の見どころを循環バスでつな
ぎます。
【時】【所】◉2月18日㈰羽曳野市・
太子町・葛城市・大和高田市・橿
原市・桜井市・明日香村 ◉3月18
日㈰堺市・松原市・羽曳野市・太
子町・葛城市 各午前9時～午後5時
30分頃【￥】当日500円、事前400
円（指定日、何度でも乗り降り可
能）【販売方法】◉当日販売 バス車
内 ◉事前販売 近畿日本ツーリスト

（堺髙島屋内営業所・近鉄八木駅営
業所）、インターネット ※詳細は、
竹内街道・横大路（大道）活性化実
行委員会ホームページ（http://
www.saikonokandou.com/）をご
覧ください。【問】近畿日本ツーリス
ト関西MICE支店（☎06−6635−
2627 午前9時15分～午後6時 ※土
曜・日曜・祝日は休み）

松原市市民健康講座
脳卒中啓発劇 しくじり先生
【時】2月24日㈯午後1時45分～ 3時
45分（開場午後1時）【所】松原市文
化会館 ※申し込み不要。【内】「私は
こうして脳卒中になりました」「脳
卒中クイズ？予防・治療、リハビ
リについて解説いたします」【主】
【問】（一社）松原市医師会（☎333−
3531）【後】松原市

松原市長杯フットサル大会
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ところ とき
松原図書館   2月17日㈯　午前11時～
天美図書館 2月21日㈬　午後4時～

情報ライブラリー 2月25日㈰　午後2時～
天美西図書館 3月10日㈯　午後2時～

図書館各館の行事（2月11日～3月10日）
■おはなし会（3歳以上対象）

▶問合せ　各図書館

とよたかずひこ講演会
「6年ぶりのももんちゃん

inまつばら」
　とよたかずひこさんは、たくさん
の作品を発表され、子どもにも大人
にも大人気の絵本作家です。作品作
りについての興味深いおはなしを中
心に語っていただきます。紙芝居を

講演会「松原人物列伝」
反正天皇、阿保親王、楠木正成、
妻屋秀員、北山橘庵、松川長右衛
門らの世界
　古代から近世まで、2回にわたり、
松原にゆかりのある人たちの足跡
を辿り、その時代に思いをはせて
みませんか。
【時】2月20日㈫・27日㈫各午後1時
30分～ 3時30分【所】松原図書館【講】
西田孝司さん（松原市社会教育委員
長）【定】80人【申】来館または電話
で市内各図書館へ。【問】松原図書館

第6回市民ハイキング
〜池上曽根史跡公園から

信太の森を巡って浜寺公園〜
【時】2月25日㈰（小雨決行、雨天の
場合は3月4日㈰）【集合】午前8時、
河内松原駅前南広場【解散】午後4時
頃、大阪阿部野橋駅【コース】近鉄
河内松原駅−新今宮駅−南海松ノ
浜駅～池上曽根史跡公園～惣ケ池
遺跡公園～聖神社～鶴山台西公園
～信太の森神社～鴨公園～浜寺公
園～南海浜寺公園駅−JR天王寺駅
～近鉄大阪阿部野橋東口改札前（約
12㎞）【対】【定】市内在住・在職・在
学の人、先着120人 ※小学生以下
は要保護者同伴【￥】大人1,400円、
子ども（小学生以下）700円（解散後
の近鉄河内松原駅までの交通費込
み）【申】【問】2月16日㈮午後5時～
6時30分、2月17日㈯・18日㈰午
前9時～正午に参加費を持って松原
市体育協会事務所（☎330−8370 
市民体育館内）へ。※ハイキング当
日の受け付け不可。

　2月より「子ども卓球教室」をはじめます。
卓球の基礎から学びたい、興味がある、上達したい人ぜひご参加く
ださい。楽しみながら卓球を学べます。
【時】2月16日～ 3月30日の毎週金曜日
　　午後7時15分～ 8時15分（全7回） 
【対】【定】小学生（要保護者送迎）、先着12人
【￥】4,200円（全7回分）
【申】2月10日㈯　午前10時～、市民体育館へ。

◆無料体験会参加者募集中◆
【時】2月2日・ 9日㈮　午後7時15分〜 8時15分　【定】先着15人

市民体育館　指定管理者（コナミスポーツクラブ）主催
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読んでもらえるというお楽しみもあ
ります。親子（乳幼児も可）でも大人
だけでもご参加ください。
【時】3月3日㈯午後1時30分～ 3時
【所】松原図書館【定】80人（小学生
以下のお子さんは保護者と一緒に
お申し込みください）【申】2月6日㈫
午前10時から来館または電話で市
内各図書館へ。【問】松原図書館

◆U−12クラス（小学校5 ～ 6年生）
【時】2月11日㈰　午前10時～午後4時　【￥】1チーム4,320円
◆U−14クラス（中学校1 ～ 2年生）
【時】2月12日㉁　午前10時～午後2時　【￥】1チーム6,480円
◆一般クラス（オープンクラス）
【時】2月18日㈰　午前10時～午後3時　【￥】1チーム8,640円

【時】【対】2月25日㈰
　◉幼児の部 （年少～年長）　　　　　 午後1時～ 2時20分
　◉小学生の部（小学校1 ～ 6年生）　　午後2時30分～ 3時50分
【￥】1人（親子それぞれ）540円
【定】各クラス先着30人（親子あわせて） ※子どもだけでの参加不可。

親子サッカー

スポーツパークまつばら　指定管理者（ミズノスポーツ）主催
【所】【申】【問】スポーツパークまつばら

【所】【問】市民体育館

新教室はじめます！
「子ども卓球教室」受講生募集！

新しい図書館の設計および
施工事業者が決まりました

　松原市新図書館建設事業における設計および施工者選定について、公募
型プロポーザルにより提案書などを審査した結果、鴻池組、マル・アーキ
テクチャ設計・施工共同体が優先交渉権者として選定されました。
【問】松原図書館

広 告 募 集 中
広報まつばらには、広告を掲載しています。掲載のお問い合わせは、

広告代理店 合同会社IM 総合企画（☎072－242－7997）
広告代理店　株式会社ホープ（☎092－716－1404）
広告代理店　株式会社宣成社（☎06－6222－6888）　　　
広告代理店　株式会社ブリーズ（☎06－6262－1101）　　　まで。


