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パソコン要約筆記者養成講座
　要約筆記を必要とする聴覚障害
者のコミュニケーションを支援す
るため、養成講座を実施します。
要約筆記とは、聴覚障害のある人
のために、話の内容をその場で文

講座・クラブ名 とき 対象・定員 費用 申込
締切

ファミリー講座
『スポーツ吹

ふきや
矢教室』

5月13日㈰　午前10時～正午 小学校1～6年生と保護者、
12組24人 1人100円

4
月
20
日
㈮

スポーツ吹矢は、5～10ｍ離れた円形の的をめがけて、息を使って矢を
放ち、その得点を競うスポーツです。初めての人でも気軽に楽しめます
（児童のみの参加不可）。
【講】山岡敏明さん（日本スポーツ吹矢協会公認指導員） 【保】あり

わ
く
わ
く
ク
ラ
ブ
〜
自
分
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
、
み
ん
な
で
チ
ャ
レ
ン
ジ
〜

①初心者からの将棋教室
【前期のみ募集】 5月12日～7月7日の毎週土曜日

午前10時30分～正午頃（全9回）

小学1～6年生、10人
無料

②親子で一輪車 小学1～3年生と保護者、
20組40人

③クッキングA 5月12日～6月2日の毎週土曜日
午前10時～正午頃（全4回）

小学3～6年生、各16人 1,200円
（全4回分）

④クッキングB 6月16日・23日・7月7日・14日㈯
午前10時～正午頃（全4回）

⑤ソフトボール（土）
【前期のみ募集】

5月12日～7月7日の毎週土曜日
午後2時～4時（全9回） 小学2～6年生、20人

無料

⑥卓球 5月12日㈯、5月26日～7月14日の
毎週土曜日　午後2時～4時（全9回） 小学3～6年生、16人

⑦スポーツチャンバラ
【前期のみ募集】

5月12日～26日、6月9日～7月14
日の毎週土曜日　午後2時～4時

（全9回）
小学1～6年生、20人

⑧サッカー 5月8日～7月3日の毎週火曜日
午後4時15分～5時15分（全9回） 小学1～6年生、30人

⑨ソフトボール（水）
【前期のみ募集】 5月9日～7月4日の毎週水曜日

午後4時～5時（全9回）

小学2～6年生、20人

⑩絵画 小学1～6年生、10人 200円
（全9回分）

は
ー
と
ビ
ュ
ー
ク
ラ
ブ

グラウンド遊び
（一輪車など）

4月1日㈰・4月30日㉁
午前10時～正午

※内容・対象などの詳細に
ついては、市ホームページ
をご覧いただくか、お問い
合わせください。
※天候などにより中止にな
ることがあります。
※レザー工作は数に限りが
あります（20個）。

無料

（
申
し
込
み
不
要
）

室内遊び
（将棋・ボードゲームなど）

4月1日㈰・15日㈰・30日㉁
午後2時～4時

スピードガン＆
キャッチボール 4月8日㈰　午前10時～正午

スタディルーム（自習室） 4月8日㈰　午後2時～4時
フロッカー（室内カーリング） 4月15日㈰　午前10時～正午

卓球ひろば 4月22日㈰　午前10時～正午
レザー工作（小さなかたつむり） 4月22日㈰　午後2時～4時
まつばらプレーパーク 4月29日㈷　午前10時～午後3時

※募集人数を超えた場合は抽選、半数に満たない場合は実施しないことがあります。「⑧サッカー」「⑤⑨ソフトボール」
は、雨天順延の場合があります。「②親子で一輪車」「スポーツ吹矢教室」は、子どもの補助を保護者が行いますので、
必ず保護者も参加をお願いします。 【所】はーとビュー【保】ファミリー講座のみ、1歳6カ月～、1人300円【申】上表
の申込締切日必着で、来所(平日午前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。申し込み時に、希望講座・クラブ
名、児童氏名(ふりがな)・学校名・学年・組・保護者氏名･住所・連絡先（電話番号）・保育希望（ファミ
リー講座のみ）を記入してください。 ※申し込み多数の場合抽選。【問】はーとビュー

はーとビュー　小学生対象講座・クラブ

※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）。

 障害福祉課　☎337－3115
市民協働課　☎337－3103

ゆめニティプラザ　☎334－2111
はーとビュー　☎332－5705

直通電話の記載のない部署・閉庁時は市役所代表　☎334－1550
はーとビュー　☎332－5705

　市内で活動するNPO法人などを対象に、地域課題を的
確に把握し、市民ニーズを捉えた公益的かつ社会貢献的な
事業の経費を予算の範囲内で助成します。 
【応募受付期間】5月1日㈫～18日㈮
　　　　　　　（土曜・日曜・祝日を除く） 
【助成金額】①限度額10万円×3件（総額30万円）
　　　　　 ②限度額5万円×4件（総額20万円）
【応募資格】市内に主たる事務所および活動拠点を有する
NPO法人などであり、次の要件のすべてを満たす団体。
●組織の運営に関する規約、会則などを有すること。 

●松原市市民活動サポートサロンに登録していること。 
●事業計画、事業予算などを定め、自主的かつ自立的な活
動を行い、または行おうとしていること。
●団体の代表者などが暴力団、または暴力団密接関係者で
ないこと。 
【提出先】5月18日㈮　午後5時30分必着で、持参または郵
送（〒580－8501 阿保1－1－1）で市民協働課へ。 ※応募
書類は市民協働課、松原市市民活動サポートサロン（ゆめ
ニティプラザ内）で配布します。 
【問】市民協働課

NPO発！“市民のまなび”応援事業　助成団体の募集

初級手話教室
【時】4月27日～平成31年3月1日の
毎週金曜日（全40回）※5月4日㈷・
8月10日 ㈮・11月23日 ㈷・12月
28日㈮・平成31年1月4日㈮は休
講 ●昼の部 午前10時～正午 ●夜
の部 午後7時～9時【所】総合福祉
会館※駐車場はありますが、台数
に制限があります。出来るだけ公
共交通機関をご利用ください。
【対】市内在住・在職の高校生以上
の人【定】各部先着35人【￥】無料
（テキスト代3,240円が必要）【申】
【問】障害福祉課

マツサポ出張講座～わたしの“まち”
へのかかわりかた～
ボランティアって何するの？
　ボランティアのあれやこれやを
聞いてみましょう。身近なところに
も簡単にできるボランティアがあ
るかもしれません。そのきっかけ
を探してみませんか。
【時】4月24日㈫午後2時～3時30分
【所】市役所8階会議室【講】椋木美
緒さん（(社福)大阪ボランティア
協会）【定】先着20人【申】4月1日㈰
から、松原市市民活動サポートサ
ロン（☎334－4395、薨334－205
5、matusaposaron@yahoo.co.

字にして伝える筆記通訳のこと
で、耳の聞こえにくい人のコミュ
ニケーションを助ける支援方法の
一つです。
【時】5月12日～7月14日の毎週土
曜日（全10回）午前10時～午後1
時【所】総合福祉会館※駐車場はあ
りますが、台数に制限があります。
出来るだけ公共交通機関をご利用
ください。【申込資格】次の要件を
すべて満たす人 ①市内在住・在
職の高校生以上の人 ②ノートパ
ソコンを持参できる人 ③タッチ
タイピングの出来る人 ④自宅で
インターネットに接続できる環境
の人【定】先着10人【申】【問】障害
福祉課

jp）へ。※Eメールでの申し込みは
受信確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）

ぷち起業カフェ
　これから起業を考えている人から
一歩踏み出した人までみんなで集
まってこれからの事をお話しません
か。日本フリーランスウーマン協会
のスタッフが一緒に聞かせてもらい
ます（予約不要・相談も可）。
【時】4月20日㈮午後1時～3時【所】
はーとビュー【保】1人300円、4月
13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）

ゆめニティプラザ
臨時休館のお知らせ
　ゆめニティまつばらの大規
模修繕工事に伴い、4月28日
㈯～30日㈪はゆめニティプラ
ザを臨時休館します。
　大変ご迷惑をおかけします
が、ご理解、ご協力をお願い
します。
【問】ゆめニティプラザ
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※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）。 はーとビュー　☎332－5705

　はーとビューでは、さまざまな事情によって社会に出るきっか
けをなくし、家庭にひきこもっておられる人、人間関係を作るの
が苦手で孤独感や孤立感を持っておられる人、家庭や社会に自分
の居場所を見出せない人、またはその家族や関係者に対して、若
者の自立に関するさまざまな支援事業を行っています。まずは、
お電話ください。
【対】15歳～おおむね40歳【申】【問】はーとビュー

はーとビューでの

◆若者の居場所【道草】～ちょっと、ひとやすみしませんか～
　【道草】は、生きづらさを抱えてひきこもっていたり、人とどう
付き合っていけばいいのかを悩む若者が、就労・就学・復学な
ど、それぞれの自立(目標)に向けて、同じ思いを持った若者やス
タッフ、支援者と気持ちを分かち合いながら心のエネルギー(自
立への自信)を高めていく場所です。あなたの悩み、一緒になっ
て考えます。
【時】毎週木曜日(祝日を除く)　午後1時頃～4時頃

◆若者の居場所【よるっ茶】
　【よるっ茶】は、若者を対象とした夜の居場所です。就学・就職
してみたけれど、ちょっと心や体がつかれているという人、ひと
やすみしに来ませんか。
【時】第2・4火曜日　午後7時頃～8時30分頃（祝日などで変更に
なることがあります）

◆青年の自立に関する巡回相談会
　自立に向けて、まずは孤立しないことが大切です。人づきあい
が苦手、自分に自信がもてないなど、15歳以上の青年の自立に
関わるさまざまな話をお聞きします。必要に応じて臨床心理士や
各種関係機関を紹介します。月1回、事前予約可（当日は予約の
人優先、日程などは「各種相談」のページでご確認ください）。

はーとビュー　講習・講座教室

【所】はーとビュー【保】1歳6カ月～、1人1回300円（要予約）【申】上表の申込締切日必着で、来所（平日午
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.matsu
bara.osaka.jp）で、はーとビューへ。申し込み時に、講座名（教室名）・氏名(ふりがな)・住所･電話番号、
一時保育を希望される人は保育希望と記入してください。【問】はーとビュー

講　座　名 　と　き 定　員　・　費　用

和裁教室

※申込締切　4月13日㈮必着

4月24日・5月8日・22日・29日・6月
12日・26日・7月10日・24日・8月7
日・28日・9月11日・25日㈫（全12回） 
午後2時～4時

【定】10人【￥】1,200円（全12回分）

針の持ち方から練習します。ベテランの先生がやさしく丁寧に教えてくれま
す。※初めての人は、袷の着物は作成不可。単の着物のみ作成できます。
【講】杉本昭さん（大阪和服裁縫協同組合会員）

気功教室

※申込締切　4月21日㈯必着

5・6・7月の第2・4月曜日、9月の第
1・2月曜日（全8回） 午後7時～9時 【定】15人【￥】800円（全8回分）

心身ともにリラックスでき、より健康な体づくりをめざしてみませんか。

生花教室【未生流】

※申込締切　4月21日㈯必着

5・6・7・9月の第2・4水曜日
（全8回）
午後2時～4時

【定】20人【￥】7,200円（全8回分）
※受講料は、原則として初回時に一
括納入

四季色とりどりの花を生け、自然を感じ、癒しの時間を体験してみませんか。

初心者のための楽しい絵画教室
～デッサンの基礎から水彩画へ～

※申込締切　4月21日㈯必着

5月2日～7月4日の毎週水曜日
（全10回）
午後2時～4時

【定】15人【￥】1,000円（全10回分）

初心者の人でも初歩的な鉛筆を使ったデッサンの基礎から学び、いろいろな
画材をモデルに水彩画の基本を楽しく学びます。
※初心者対象、以前受講された人の申し込み不可。
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直通電話の記載のない部署・閉庁時は市役所代表　☎334－1550
はーとビュー　☎332－5705

松原市少年自然の家　☎0743－92－0041　薨0743－92－0044

奨学金などの進路相談
　進学意欲があるにもかかわらず
経済的な理由により進学、就学が
困難な人からの奨学金などに関す
る相談窓口を設けておりますの
で、気軽に利用してください。電
話でも受け付けます。
【時】平日午前9時～午後5時30分
【所】【問】はーとビュー

奨学金説明会のご案内
　進路選択支援松原連絡会は、高
校3年生と保護者を対象に、大学・
専門学校への奨学金説明会をはー
とビューにて行います。参加希望
の人は、事前にはーとビューまで
お電話ください。※松原市独自の
奨学金ではありません。
【時】4月26日㈭午後7時～【内】日
本学生支援機構・大学予約申請、
大阪府生活福祉資金（教育支援資
金）などついて【問】はーとビュー

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】①4月3日、②10日、③17日、
④24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「今か
ら始める親子で一緒にスキンケア」
【申】予約専用電話（☎
070－6540－8814）
【問】はーとビュー

若者自立支援 について

松原市少年自然の家
春のファミリーキャンプ
　春の風かおる緑豊かな自然の中
で、ご家族でのんびりとした時間
を過ごしませんか。宿泊はバス・
トイレ付きの個室（定員5人）を利
用し、プログラムは当施設スタッ
フがお手伝いしますので、キャン
プ経験が少ない家族でも安心して
参加できます。
【時】●Aコース5月3日㈷～4日㈷
●Bコース5月4日㈷～5日㈷(各1
泊2日）午後2時30分現地集合、午
後1時現地解散【所】松原市少年自
然の家（クリエート月ヶ瀬）【定】8
家族（約24人）【内】バーベキュー、
キャンプファイア、忍術修行体験、
ネイチャークラフトなど【￥】18
歳以上9,000円、高校生8,300円、
小・中学生8,000円、3歳以上小
学生未満2,800円（施設使用料、
プログラム代、食事代、保険代な
ど） 【申】4月15日㈰必着で、はが
き（〒630－2305 奈良市月ヶ瀬
月瀬675番地）・FAXで松原市少
年自然の家へ。申し込み時に希望
コース・住所・代表者氏名（ふり
がな）・電話番号・参加人数を必
ず記入してください。※申し込み
多数の場合、抽選。定員に達して
いない場合、4月29日㈷まで電話
で予約を受け付けます。【問】松原
市少年自然の家

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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松原公民館　☎336－2816
天美公民館　☎332－0259
新町公民館　☎332－0022

種目 実施予定日 費用 申込期間
市民体育館

バレーボール婦人（9人制） 5月13日・7月1日㈰ 1チーム3,000円 4月3日㈫～13日㈮

卓球
（団体戦硬式・ラージボール） 5月6日㈰

1チーム大人600円、
中学生以下300円、
混合500円

4月8日㈰～18日㈬

空手道（トーナメント組手競技形競技
〈赤青フラッグ制〉） 5月27日㈰ 1,000円 4月4日㈬～25日㈬

剣道 5月20日㈰ 500円 4月6日㈮～26日㈭
なぎなた（試合・演技の部） 5月20日㈰ 500円 4月6日㈮～26日㈭

市民運動広場
ゲートボール 5月27日㈰ 1チーム1,000円 4月5日㈭～28日㈯

大塚運動広場
硬式テニス（男女別ダブルス） 5月12日㈯ 1チーム1,000円 4月15日㈰～28日㈯

市民スポーツ大会

市民スポーツ大会・
スポーツ教室のご案内

種目 実施予定日 費用 対象・定員
市民体育館

バスケットボール
(こども)

5月7日～7月9日の毎週月曜日（全10回）
午後5時～6時30分   2,000円 小学4～6年生　先着30人

バスケットボール
(一般)

5月7日～7月9日の毎週月曜日（全10回）
午後7時～9時   2,000円 中学生以上　先着20人

※中学生は送迎が必要
市民道夢館

バトントワリング 5月12日～6月9日の毎週土曜日（全5回）
午後3時～4時 2,500円 小・中学生　先着20人

太極拳 5月11日～7月20日の毎週金曜日（全10回）
午後1時～3時　※6月29日㈮を除く 2,000円 高校生以上　先着30人

市民運動広場

ペタンク 6月9日～6月23日の毎週土曜日（全3回）
午後2時～4時 500円 中学生以上　40人

ボウルアロー松原店

ボウリング  5月13日～6月10日の毎週日曜日（全5回）
午後3時～4時30分 1回900円

小学生以上
※小学生は要保護者同伴、
中学生は親の同意が必要

直通電話の記載のない部署・閉庁時は市役所代表　☎334－1550

前期スポーツ教室

【対】市内在住・在職・在学の人 
【申】スポーツ大会については下表の期間。スポー
ツ教室については月曜日と第3火曜日を除く4月3
日㈫～（土・日曜日は午前9時～正午、火～金曜

日は午前9時30分～午後4時30分）、印鑑を持って
松原市体育協会（市民体育館内）へ。
【問】松原市体育協会（☎330－8370）

平成30年度「公民館　親子・子ども教室」

親子けん玉教室
　飛行機、世界一周、もしかめなど、けん玉の技や遊びは無数にあります。
基本を学びながら1年間でいろんな技ができるようになりましょう。
【時】5月19日～平成31年3月の第1・3土曜日（全20回）午前10時～11時
30分【所】新町公民館【講】阪井茂六段（日本けん玉協会大阪CITYけん玉ク
ラブ支部1級指導員）【対】【定】小学生と参加希望の保護者、15人【￥】受講
料2,000円（全20回分）【持ち物】日本けん玉協会公認けん玉 ※無料貸し出
しあり。【申】4月26日㈭必着で、往復はがき（〒580－0023 南新町1－15
－2）・来館（返信用はがき代62円持参）・Eメール（shinmachi-ko@city.
matsubara.osaka.jp）で、新町公民館「けん玉」係へ。申し込み時に、参
加者全員の住所・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】新町公民館（月曜・祝日休館）

子どもリコーダー教室
　リコーダーを基礎からしっかり学んで、リコーダーの達人になろう。
【時】5月19日～平成31年3月の土曜日（月3回程度）、午前9時30分～10時
30分 ※年間の開催日は開講式でお知らせします。【所】松原公民館【対】市内
在住の小学3～6年生【定】先着20人【￥】受講料2,000円、教材費年350円 
※開講式は5月19日㈯午前10時～、松原公民館にて。要保護者同伴 【申】
【問】4月11日㈬～、電話（午前9時～午後5時）で松原公民館（火曜日休館）へ。

子どもコーラス教室
　大きな声で楽しく歌おう。友達と一緒に土曜日をコーラスで元気に過ご
しましょう。
【時】【所】5月12日～平成31年3月の土曜日 午前10時～11時30分　●第1・
3土曜日、松原公民館 ●第2・4土曜日、天美公民館　※年間の開催日は
開講式でお知らせします。どちらの公民館も内容は同じです。両公民館受
講可。応募者が少ない場合、応募者が多い方の公民館で開催。【対】【定】市
内在住の小学3～6年生、各館先着20人【￥】受講料2,000円、教材費年
2,000円※開講式は5月12日㈯ 午前10時～松原公民館にて。要保護者同
伴【申】4月11日㈬～、電話（午前9時～午後5時）で受講したい公民館へ。
【問】松原公民館（火曜日休館）、天美公民館（月曜・祝日休館）

安
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労
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募

　集

ドレミから始める
大人の音楽教室
　「楽譜が読めない」「リズムの取
り方が解らない」そんな悩みを解
決して、音楽を楽しみませんか。
楽譜が読めるように、ドレミから
楽譜の基本を学びます。
【時】4月23日・5月7日・14日・
21日・6月4日・11日・18日・7
月2日㈪（全8回） 午前10時～午前
11時30分【所】まつばらテラス
（輝）【講】安宅由実さん（元小学校
教諭〈音楽専科〉）【対】楽譜が読め
ないが、これから音楽を始めたい
人18人【￥】受講料800円（全8回
分）【申】4月15日㈰必着で、往復
はがき（〒580－0044 田井城1－
3－11）・来館（返信用はがき代
62円持参）・Eメール（matsubara
-ko@city.matsubara.osaka.jp）
で松原公民館「音楽教室」係へ。申
込み時に、住所・氏名（ふりが
な）・年齢・電話番号、簡単に受
講動機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（火曜日休館）
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募
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※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）。

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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市民体育館　☎337－0270
市民道夢館　☎338－0500

安
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労

　働

募

　集

直通電話の記載のない部署・閉庁時は市役所代表　☎334－1550
 障害福祉課　☎337－3115　天美西図書館　☎330－0551
天美図書館　☎336－7300　松原図書館　☎334－8060

情報ライブラリー　☎335－4000　恵我図書館　☎333－2020

■市民体育館　開催教室

指定管理者（コナミスポーツクラブ）主催
市民体育館・道夢館受講生募集

■市民道夢館　開催教室

4～6月期

第1回市民ハイキング
～竹林の径から乙訓寺（ぼたん）と
長岡天満宮（霧島ツツジ） ～
【時】4月22日㈰（小雨決行、雨天の
場合は4月29日㈰）【集合】午前7時
50分、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】河内松原駅－阪急洛西口駅～洛
西竹林公園～向日市文化資料館～
勝山公園～向日神社～長岡京大極
殿・小安殿跡～乙訓寺～長岡天満
宮～阪急長岡天神駅－大阪阿部野
橋駅（約11㎞）【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
2,100円、子ども（小学生以下）900
円（解散後の河内松原駅までの交
通費込み）【申】【問】4月13日㈮午後5
時～6時30分、4月14日㈯・15日
㈰午前9時～正午に参加費を持っ
て松原市体育協会（事務局〈市民体
育館内〉☎330－8370）へ。※ハ
イキング当日の受け付け不可。

ところ とき
天美西図書館 　　　　4月14日㈯　午後2時～
天美図書館 　　　　4月18日㈬　午後4時～
松原図書館 　　　　4月21日㈯　午前11時～

情報ライブラリー 　　　　4月22日㈰　午後2時～
恵我図書館 　　　　  5月9日㈬　午後4時～

図書館各館の行事（4月11日～5月10日）
■おはなし会（3歳以上対象）

▶問合せ　各図書館

　 「今日パンツはいてくればよかっ
た」「えっ！？」。世代差で間違って
解釈されてしまう日本
語。ところ変われば誤
解されてしまう方言。
思わず笑ってしまう実
例をもとに他言語も交
えてわかりやすく解説
しています。 

『通じない日本語』
窪薗晴夫（著）  平凡社新書

『夏目家の糠みそ』(電子書籍)
半藤末利子（著）  PHP研究所
　著者は夏目漱石の孫。漱石の代か
ら受け継がれているという糠床の話
をはじめ、日常の出来事、祖父漱石
のこと、家族への思いなど、何気な
い中にユーモアとあたたかみを感じ
るエッセイ集です。
※電子書籍のご利用には事前の登録
が必要です。

ジュニア個人参加フットサル
【時】5月5日㈷　午後4時～6時
【内】チームに分かれて2時間ゲームを行います。
【対】◉低学年の部（小学1～3年生）
　　◉高学年の部（小学4～6年生）
【定】各クラス先着20人
【￥】1人980円

【時】【対】4月30日㉁
　◉年少クラス　　　　　 午前10時～11時20分
　◉年中～年長クラス 　　午後1時～2時20分
【定】各クラス先着20人（親子あわせて）
　　※子どもだけでの参加不可。
【￥】1人（親子それぞれ）540円

親子サッカー

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

【時】4月25日㈬　午後4時～5時
【対】【定】年少～年長、先着20人　※満4歳以上のみ
【￥】1人1,080円

幼児サッカー教室教室 開催時間 回数 費用 対象 曜日
ヨガ① 午前9時30分～10時30分

10回
6,000円

16歳以上 月
熟年健康体操 午後3時10分～4時30分 7,000円
運動＋脳トレ 午前10時～11時 8回 4,800円 60歳以上

火
筆ペンボールペン字（※1） 午後1時～2時30分

6回
6,000円 16歳以上

大阪エヴェッサバスケッ
トボール教室（※2）

①午後6時～7時20分
②午後7時30分～8時50分 9,450円 ①小学1～4年生

②小学4年生～中学1年生
ヨガ⑤ 午後7時30分～8時30分 8回 4,800円

16歳以上

美・健康体操 午前10時15分～11時15分

10回

6,000円
水

卓球教室 午後3時15分～4時45分 8,000円
ヨガ② 午前9時30分～10時30分

6,000円
木

太極拳 午前10時45分～11時45分
オリジナル健康体操 午前10時45分～11時45分

ヨガ④ 午後7時30分～8時30分
フラダンス 午前10時～11時

金
子ども卓球教室（※2） 午後7時15分～8時15分 8回 4,800円 小学生

ヨガ③ 午後3時15分～4時15分 10回 6,000円 16歳以上

土子ども体操教室（※2） ●幼児 午後1時30分～2時30分
●幼児童 午後2時40分～3時40分 8回 4,500円 ●幼児 3歳～年長

●幼児童 年中～小学4年生
ジュニアダンス（※2） 午後1時45分～2時45分 10回 6,000円 小学生

教室 開催時間 回数 費用 対象 曜日

チアリーディング（※2） ①午後3時30分～4時30分
②午後4時40分～5時40分 8回 7,000円 ①4歳～小学1年生

②小学2～6年生 月

筆ペンボールペン字（※1） 午前10時～11時30分 6回 6,000円

16歳以上
火

ヨガ③ 午後6時30分～7時30分 8回 4,800円
ヨガ② 午前10時～11時

10回 6,000円 水
ヨガ① 午後7時30分～8時30分

　途中申し込み可（費用は残り回数に応じて）、各教
室先着順。詳細は各施設へ。
【申】【問】市民体育館（第3火曜日休館）
※1　別途教材費600円程度が必要です。
※2　小学生以下は要保護者送迎

【時】【対】4月23日㈪
①午後3時30分～4時30分　4歳～小学1年生
②午後4時40分～5時40分　小学2～6年生
【所】市民道夢館
【定】各先着15人
【申】【問】市民道夢館（第3火曜日休館）

チアリーディング無料体験会開催

障害者グラウンドゴルフ・
ボッチャ教室
　障害がある人でも気軽に参加で
きる各教室を開催します。車いす
の人も参加できます。
●グラウンドゴルフ
【時】4月17日㈫からの全5回※雨
天中止 午後1時30分～3時30分
【所】市民運動広場　※道具は用意
します。
●ボッチャ
【時】4月26日・5月24日㈭午後1
時30分～3時30分（全2回）【所】市
民体育館【持ち物】体育館シューズ
～共通～
【対】【定】市内在
住・在職の障害が
ある人、各先着約
20人【申】【問】4月
2日㈪～13日㈮に
障害福祉課へ。

安

　全

労

　働

募

　集

新クラス増設！

NEW!

NEW!

チアリーディング（※2）NEW!

NEW!
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松原図書館　☎334－8060
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　5月5日㈷に開催されるV・ファーレン長崎戦のホーム
ゲームを「松原市民応援デー」として、松原市に在住・在勤・
在学の皆さんは優待価格で入場いただけます。J1優勝・
カップ戦連覇をめざすセレッソ大阪を応援しましょう！
【対象試合】5月5日㈷　V・ファーレン長崎戦　午後3時キックオフ（開
場予定　午後1時）【会場】ヤンマースタジアム長居【席種】【価格】ヤン
マースタジアム長居　ホームサポーター自由席　大人1,500円（通常前
売り価格2,200円）、小・中学生500円（通常前売り価格800円）【購入
方法】優待販売は前売りのみとなり、「引換券」をご購入いただきます。
試合当日は「引換券」をチケットに交換していただきます。チケット引
換時に松原市に在住・在職・在学である証明を提示してください。購
入方法など詳細につきましては、セレッソ大阪事務局に問い合わせい
ただくか、上のQRコードから読み取ってご覧ください。※販売枚数に
達し次第、終了します。【問】セレッソ大阪事務局（代行事務局☎06－
6110－5657営業時間 午前9時30分～午後0時30分、午後1時30分～
5時 ※土曜・日曜・祝日およびホームゲーム開催日と翌月曜日を除く）

J1優勝をめざすセレッソ大阪を応援しよう！

　　松原市民応援デー

▲セレッソ大阪
公式ホームページ

　松原市民応援デーに合わせ、松原市の観光PRブースを出展します。
【時】5月5日㈷　午後0時30分～3時
【所】ヤンマースタジアム長居
【問】観光課 ※市民応援デーに関する問い合わせは
　　いきがい学習課へ。

試合前に松原市観光PRブースを出展

第33回わんぱく相撲まつば
ら場所　サポーター募集
　（一社）松原青年会議所は、子ど
もたちの健全育成のため、「第33回
わんぱく相撲まつばら場所」を開催
します。それに先立ち、子どもた

第52回東日本大震災復興支
援 松原市民コンサート
【時】4月22日㈰開演午後2時（開場
1時30分）【所】城連寺コミュニティ
センター【内】フェリーチェ弦楽四
重奏団の演奏【出演】伊藤奈由美さ
ん（第1バイオリン）、竹村美香さん
（第2バイオリン）小崎恵理子さん
（ヴィオラ）、 若松さよりさん（チェ
ロ）【主】【問】ボランティア団体「荷
車の会」（担当 坂田☎337－1128）
【後】松原市ほか

（一社）松原青年会議所4月定例会
講演「未来へのメッセージ」
　地域での特徴を重きに置き、材
料を育て、加工し、製品を作り地
域から全国へと発信し事業を行う
山本昌仁さん（たねやグループ
CEO）による講演を開催します。

松原市文化連盟
第22回文連まつり
●展示部門・大会部門（囲碁）【時】
4月16日㈪～20日㈮午前9時～午
後5時（20日㈮は午後3時まで）【所】
市役所市民ロビー【内】クラフト、
手芸、書道、華道、写真、体操、
ステンドグラス、トールペイント 
※体験講習あり●発表部門【時】4
月21日㈯正午～【所】ゆめニティ
プラザ【内】詩吟、コーラス、朗読、
ギターマンドリン、琴、玉すだれ、
体操【問】松原市文化連盟（担当 梅
澤☎333－2544）

安
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～こどもの読書週間イベント～
「わたしの好きな本はこれ！」
作品の展示
　おもしろかった本やおすすめの
本をイラストと文章で紹介してく
れた子どもたちの作品を、松原図
書館で展示します。また、まつば
ら電子図書館（https://www.d-libra
ry.jp/matsubara/）にも掲載します
ので、電子書籍でもご覧いただけ
ます。※作品は、電子書籍利用登
録がなくても見ることができます。
【時】【所】●松原図書館ロビー 4月
20日㈮～5月16日㈬ ※月曜日を除
く開館時間中。●まつばら電子図
書館 4月20日㈮～8月31日㈮【問】
松原図書館

ちへのまわし付けなどをご協力い
ただけるサポーター（ボランティ
ア）を募集します。
【時】5月20日㈰午前8時30分～午
後4時（受付午前7時45分～8時15
分） 【所】市役所市民プラザ（雨天時
は市民ロビー）【内】児童たちへの相
撲まわし付けの手伝い【申】【問】
【主】（一社）松原青年会議所（事務局
☎333－0222〈代表〉 午前10時～
午後4時）

【時】4月27日㈮午後6時15分～8時
55分（受付午後6時15分～） 【所】松
原商工会議所会館【申】【問】【主】
（一社）松原青年会議所（事務局☎
333－0222〈代表〉 午前10時～午
後4時）


