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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
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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
まつばらテラス（輝）　☎330－0326

ぷち起業カフェ
　「自分の経験や資格はどう活かせ
るの」と、これから起業を考えてい
る人から、「他の人はどうしている
の」と、一歩踏み出した人まで皆で
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

大塚野外活動広場使用
申し込み受付中
【開設期間】7月1日㈰～9月15日㈯
【対】市内在住・在職・在学の人
【申】5月18日㈮までに、みち・み
どり整備室にある申請書に必要事
項を記入して申し込みください。
【問】みち・みどり整備室

プログラム名 と　き 定　員

子
ど
も

 BTダンス   金曜日  午後5時～ 6時（小学生） 24人
 リトルキッズスクール    土曜日   午前10時15分～11時（2～3歳(親子)）

15人
 スポーツ塾   　　　  午前10時15分～ 11時（年少）

             午前11時15分～正午（年中・年長）

大
　
人

 ラララサーキットライト
 介護予防プログラム

  火曜日  午前9時～ 11時

15人

  金曜日  午前9時～ 11時
 骨盤体操   火曜日  午前11時30分～午後0時30分
 特保サポート
 プログラム（週2回）   火曜日・金曜日  午後2時～ 3時30分

 パワーヨガ   火曜日  午後7時～ 7時50分

 ピラティス
  火曜日  午後8時～ 8時50分

20人
  水曜日  午後7時～ 7時50分

 認知症予防教室
 脳活性プログラム   水曜日  午前9時～ 11時

15人

 関節楽々体操   水曜日  午前11時30分～午後0時30分
 コツ骨体操   水曜日  午後2時～ 2時45分
 ノッテヨガ   水曜日  午後3時～ 3時45分

 フラダンス
  水曜日  午後8時～ 8時50分
  土曜日  午前9時～ 9時50分

 ゆる体操   金曜日  午前11時30分～午後0時30分
 簡単エアロ   金曜日  午後7時～ 7時50分 20人

 リラックスヨガ
  金曜日  午後8時～ 8時50分 15人
  日曜日  午前9時～ 9時50分 20人

 ノルディックウォーク   土曜日  午後2時～ 4時
15人

 「体」引き締め体操   日曜日  午後2時～ 3時30分

7月～ 9月コース
受講生大募集！
まつばらテラス（輝）
運動プログラム
【応募期間・方法】
5月16日㈬～30日㈬
午前9時～午後8時に、応募用
紙に必要事項を記入（1人1講
座）し、まつばらテラス（輝）1
階受付にお持ちください（応募
多数の場合は、6月1日㈮に抽
選を行います。当選発表は、6
月5日㈫です）。
　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。
【対】市民（子ども向け講座以外
は小・中学生を除く）【￥】6,000
円（12回分）、1万2千円（特保
サポートプログラム24回分）
【問】まつばらテラス（輝）
http://www.mizuno.jp/
facility/osaka/matsubara_
terrace.aspx

会のスタッフが一緒に聞かせてもら
います(相談も可)。
【時】5月18日㈮午前10時30分～午
後0時30分【所】はーとビュー2階
男女共同参画ルーム【保】1人300
円、5月11日㈮までに直接NPO法
人子育て支援ぽけっと（☎268－
2182、　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）

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】①5月1日、②8日、③15日、
④22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「ベビー
サインで子育てヒント」
【申】予約専用電話（☎
070－6540－8814）
【問】はーとビュー

日曜日

※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。【所】はーとビュー【保】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、氏名(ふりがな)（※小学生対象講座は児童氏名(ふりがな)、学校名・学年・組・保護者氏名）･住
所・連絡先（電話番号）・保育希望を記入してください。 【問】はーとビュー

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

はーとビュー　講習・講座教室
講　座　名 　と　き 対　象　・　定　員　・　費　用など

英語でポップス
～懐かしの
  英語ポップス文化を楽しもう～

6月4日・18日・7月2日・23日
8月6日・20日・9月3日・10日
10月1日・15日・11月5日・19日
いずれも月曜日の午後7時～8時
30分（全12回） 

【対】16歳以上の市内在住・在職・在学の人
【定】24人【￥】1,200円【保】あり
●申込締切　5月22日㈫必着
(申し込み多数の場合は抽選)

プロシンガーのギター伴奏と歌唱指導で、ポピュラーソングを歌ってみませんか。

着付教室
～和服(普段着・名古屋帯)～

6月6日・13日・20日・27日
いずれも水曜日の午後7時～9時
（全4回）

【対】16歳以上の市内在住・在職・在学の人
【定】20人【￥】400円【保】あり
●申込締切　5月22日㈫必着
(申し込み多数の場合は抽選)

和服（普段着・名古屋帯）の着付けを学びます。全4回コースで最終日は浴衣の着
付けを学びます。ご自分の着物をお持ちください。

はーとビュー　小学生対象講座

ファミリー講座
『親子サッカー教室』 6月10日㈰　午前10時～正午

【定】市内在住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）【講】阪南大学サッカー部 【保】あり
●申込締切　5月25日㈮必着

ストライクボーリング 5月3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。

●折り紙教室のみ
　申込締切　5月25日㈮必着

卓球ひろば 5月3日㈷・20日㈰
午後2時～4時

ペタンク 5月4日㈷　午前10時～正午

ラグビー体験 5月4日㈷　午後2時～4時

簡単工作(鯉のぼり) 5月5日㈷　午前10時～正午

スタディルーム(自習室) 5月5日㈷・13日㈰
午後2時～4時

スカイクロス 5月6日㈰　午前10時～正午

室内遊び
（将棋・ボードゲームなど）

5月6日㈰・6月3日㈰
午後2時～4時

フロッカー
(室内カーリング) 5月20日㈰　午前10時～正午

まつばらプレーパーク 5月27日㈰　午前10時～午後3時

折り紙教室【要申込】 6月3日㈰　午前10時～正午

は
ー
と
ビ
ュ
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ラ
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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

直通電話の記載のない部署・閉庁時は市役所代表　☎334－1550
松原公民館　☎336－2816　三宅公民館　☎331－0039

松原市少年自然の家　☎0743－92－0041、　0743－92－0044
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【申】各申込締切日必着分について、来館（返信用はがき代62円持参）・往復はがき(①～③ 松原公民館〒580
－0044　田井城1－3－11）、（④ 三宅公民館〒580－0046 三宅中3－17－15)・Ｅメール（①～③ 松原公
民館matsubara-ko@city.matsubara.osaka.jp）、（④ 三宅公民館miyake-ko@city.matsubara.osaka.jp)
で、各公民館へ。申し込み時に、イベント名・住所・氏名（ふりがな）・年齢・電話番号を記入してください。
※申し込み多数の場合、抽選。

松原市少年自然の家 自主事業
ファミリーデイキャンプ
～梅の実とりと梅シロップづくり～
【時】6月17日㈰●集合 午前9時に
松原市役所●解散 午後4時30分に
松原市役所【所】松原市少年自然の
家（クリエート月ヶ瀬）※現地まで
は、バスで送迎【定】5家族（約20
人）【内】梅の実収穫、梅シロップ

づくり【￥】高校生以上1,800円
小・ 中 学 生1,300円、3歳 以 上
800円（施設使用料、教材費、昼
食代、保険料など）【申】6月1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、6月10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
（火曜日休館）

公 民 館
で楽しく学ぼう！

② 南京玉すだれを楽しもう！

　自然ガイドの先生の話しを聞きながら、緑いっ
ぱいの公園を散策します。
【時】5月27日㈰午前9時30分～正午※現地集合
【所】二上山ふるさと公園（葛城市）【講】稲田利子
さん（自然環境教育コーディネーター）【対】小学
生から大人※小学生は保護者同伴【定】20人【￥】

受講料100円、材料費150円(保険
料込み)※交通費は自費【申】【問】松原
公民館（火曜日休館）

③ 緑の中の一日自然教室

申込締切　5月16日㈬必着

申込締切　5月16日㈬必着

① つぎの一歩の・タティングレース

　タティングの基本の編み方で、作品作りに挑
戦したい人のステップアップ講座です。
【時】5月31日、6月7日㈭（全2回）午前10時～
正午【所】松原公民館【内】ビーズを使ったタティ
ングレースのアクセサリー【講】松本賀津子さ
ん(編物・ビーズインストラクター )【対】タティ
ングをやったことのある人【定】12人【￥】参加
費200円、材料費500円【申】【問】松原公民館（火
曜日休館）

　習ったことを子どもたちに教える楽しい実習
もあります。
【時】5月25日㈮、6月8日㈮、7月13日㈮、7月
28日㈯、9月14日㈮、10月12日㈮(全6回)午前
10時～午後1時※7月28日(実習)のみ、午前9時
30分～午後1時30分【所】三宅公民館、まつば
らテラス（輝）【講】吉田麻未さん(“まっ com”生
涯学習人材バンク)【定】12人【￥】参加費600円、
材料費2,000円【申】【問】三宅公民館（月曜・祝日
休館）

④ はじめよう！手作り焼きたてパン講座

 5月7日㈪から電話にて受付

　公民館で活動している玉すだれサークルの体
験講座です。初心者でも大歓迎！
【時】5月30日、6月6日、6月13日㈬（全3回）午
前10時～ 11時30分【所】松原公民館【講】玉す
だれサークル笑楽会【定】10人【￥】参加費300
円※玉すだれは無料貸出有【申】電話(午前9時～
午後5時)で、松原公民館「玉すだれ」係へ。【問】
松原公民館（火曜日休館）

申込締切　5月13日㈰必着

※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）。

市民協働課　☎337－3103
子ども未来室（管理係）　☎337－3134
スポーツパークまつばら　☎349－0501
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【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】5月20日㈰
　◉幼児の部　　午後1時～ 2時20分
　◉小学生の部　午後2時30分～ 3時50分
【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。
【￥】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
※全プログラム、事前予約必要

【時】5月30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

【時】5月28日㈪　
　　小学5～ 6年生　午後5時～ 6時
　　中学1～ 3年生　午後6時～ 7時
　　高校1～ 3年生　午後7時～ 8時
【対】小学5年生～高校3年生
【定】各クラス先着10人
【￥】1人1,080円

マツサポ出張講座～わたしの“まち”
へのかかわりかた～
簡単で楽しい認知症予防を
体験しませんか
　笑いの効果を最大限に引き出し
楽しくゲーム感覚で、脳の活性化
につなげ、気軽に・簡単に・日々
の生活に取り入れて認知症予防を
始めてみませんか。
　今年の介護保険改訂の概要説
明もあります。
【時】6月1日㈮午後2時～ 3時30
分【所】まつばらテラス(輝)多目的
ホール【講】豊永雅雄さん(特定非
営利活動法人 介護支援の会松原
ファミリー )【定】先着20人【申】5
月1日㈫から、松原市市民活動サ
ポートサロン(☎334－4395、　
334－2055、matusaposaron@
yahoo.co.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）

ジュニア個人参加フットサル ゴールキーパースクール

幼児サッカー教室

第７回緑と花のポスターコンクール

■「楽しいステージ」
　市立幼稚園6園の園児による発表とたのしいマジックショー
【時間】午前9時30分～ 11時　【所】松原市文化会館
■「一緒に遊ぶの楽しいなぁ」
　ゲームや手作りおもちゃで親子が触れ合って遊べます。
【時間】午前10時～午後2時　【所】市民体育館　※上履き持参
●スマイル劇場（ミュージックシアター、ミニコンサートなど） ●ゲーム
であそぼう（わなげ、なかよしゴルフ、絵合わせ、ツムツムなど） ●つくっ
てあそぼう（お面づくり、しゅりけんしゅしゅしゅ、紙飛行機、ストロー
とんぼ） ●ダンボールで遊ぼう
【問】子ども未来室、松原幼稚園（☎332－0497）、松原西幼稚園（☎333
－0130）、恵我幼稚園（☎332－0812）、三宅幼稚園（☎332－4638）、
まつかぜ幼稚園（☎335－7800）、四つ葉幼稚園（☎332－0015）

【時】5月18日㈮
【対】幼稚園児と
子育て中の親子
（未就学児）

【テーマ】緑と花がいっぱいの松原市
【募集期間】6月30日㈯まで【対】幼稚園児・小学生【提出先】(一社)松原
市緑花協会(松原商工会議所内)【画用紙サイズ】四つ切り
【画材】●幼稚園児、低学年は色鉛筆・クレパス
　　　●高学年は色鉛筆・クレパス・絵の具など(画材は問いません)
【問】(一社)松原市緑花協会(☎331－0291)
※応募作品から各賞を選定。賞状と副賞を贈呈。応募作品は全て市役所
市民ロビーにて8月ごろ展示する予定です。

第12回松原市立幼稚園
キ ッ ズ カ ー ニ バ ル
～笑顔で子育て親育ち～
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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

※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）。

第2回市民ハイキング
～自然とふれあう
　　　　らくらく登山道コース～
【時】5月27日㈰(小雨決行、雨天
の場合は6月3日㈰)。【集合】午前8
時、河内松原駅前南広場【コース】
近鉄河内松原駅－近鉄瓢箪山駅～
旧春日神社本殿～らくらくセン
ターハウス～赤いトンネル～せせ
らぎ広場～みはらし広場～神津嶽
ふれあい広場（休憩所）～赤いト
ンネル～らくらくセンターハウス
～埋蔵文化センター・発掘ふれあ
い館～瓢箪山稲荷神社～近鉄瓢箪
山駅－近鉄大阪阿部野橋東口改札
前(約10㎞）【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1,100円、子ども（小学生以
下）600円（解散後の河内松原駅
までの交通費込み）【申】【問】5月
18日㈮午後5時～ 6時30分、5月
19日㈯・20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。

安

　全

労

　働

募

　集

種目 実施予定日 費用 申込期間
市民体育館

バドミントン

6月10日㈰
ミックスダブルス1部・2部
レディスダブルス(学生不可)

1部・2部・3部
1人700円(一般)

1人500円(高校生以上) 5月9日㈬～ 25日㈮

7月22日㈰
男子・女子ダブルス1部・2部

大塚テニスコート

ソフトテニス
6月3日㈰

一般男子・一般女子ダブルス
壮年男子・壮年女子ダブルス

1組1,000円 5月1日㈫～ 25日㈮

ボールアロー松原店
ボウリング 6月17日㈰ 1人1,100円 5月9日㈬～6月15日㈮

大泉緑地芝生広場南大パーゴラ付近

オリエンテーリング 5月27日㈰
1人300円(一般)

1人100円(小・中学生)
1グループ300円

5月1日㈫～ 25日㈮
※現地で当日申込可

市民スポーツ大会

市民スポーツ大会のご案内 【対】市内在住・在職・在学の人 
【申】下表参照で、月曜・第3火曜日を除く、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分に印鑑を持って松原市体育協会 (市民体育館内) へ。
※実施要項は申し込み時にお渡しします。
【問】松原市体育協会（☎330－8370）

　～スポーツにチャレンジして
             　楽しいひとときを！～

安

　全

労

　働

募

　集

ところ とき

天美西図書館
5月12日㈯
6月9日㈯
午後2時～

天美図書館 5月16日㈬
午後4時～

松原図書館 5月19日㈯
午前11時～

情報ライブラリー 5月27日㈰
午後2時～

図書館各館の行事
（5月11日～ 6月10日）
■おはなし会（3歳以上対象）

▶問合せ　各図書館

直通電話の記載のない部署・閉庁時は市役所代表　☎334－1550
松原図書館　☎334－8060　恵我図書館　☎333－2020
天美図書館　☎336－7300　三宅図書館　☎332－8560

天美西図書館　☎330－0551　情報ライブラリー　☎335－4000

　地球温暖化などの影響で大型化
する台風、記録的豪雨と暴風。自
然の猛威に翻弄される気象庁予報
官は3年前に広島で起
きた大惨事を思い返し、
迫ってきている大型台
風に立ち向かっていき
ます。 

『ハリケーン』
 高嶋哲夫（著）　幻冬舎

『「身体」を忘れた日本人』（電子書
籍）　養老孟司（著）Ｃ．Ｗ．ニコ
ル(著）　山と溪谷社

　「バカの壁」などの著作で知られ
る解剖学者、養老孟司氏と作家で
冒険家のニコル氏の対談集。日本
人の身体をテーマに、自然、食・
住、子どもたちのことなど忘れら
れた感覚の大切さを語り合います。
※電子書籍のご利用には事前の登
録が必要です。

講演会
「『枕草子』が語るもの」Ⅰ･Ⅱ
　軽快な文体で綴られた『枕草子』。
千年の時を超えて、清少納言が語
る意を紐解いてみましょう。
【時】Ⅰ.5月18日㈮　Ⅱ.6月28日
㈭いずれも午後1時30分～ 3時
【所】松原図書館【講】岩井宏子さ
ん（前龍谷大学仏教文化研究所  
研究員・文学博士）【定】各80人
【申】4月20日㈮から電話・来館で
市内各図書館へ。【問】松原図書館

絵本とおはなし入門講座
　初心者向けの講座です。
①「絵本入門講座　たくさんの絵
本を楽しみましょう」【時】6月8日
㈮午前10時～正午【講】高崎由紀
子さん（羽曳が丘児童文庫代表）
②「おはなし（ストーリーテリン
グ）入門講座　元気、勇気、陽気
おはなしって楽しいよ」【時】6月
15日㈮午前10時～正午【講】堀谷
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第15回人権ってなんだろう
「ボッチャDE人権」開催について
　ボッチャを体験しながら、人権
について考えてみませんか。
【時】6月3日㈰午後1時～ 3時30
分まで（※受付午後0時30分～）
【所】市民体育館（田井城3丁目1番
37号）【申】【問】交流試合について
は、5月10日㈭までに、大阪法務
局堺支局内堺人権擁護委員協議会
事 務 局（☎072－221－1258）
へ。【主】堺人権擁護委員協議会（堺
市・松原市・高石市・大阪狭山
市）・大阪法務局堺支局

第21回おたがいさんの
まちづくりセミナー
高齢者を狙う悪質商法
～催眠商法などに
　　　　 ひっかからない～
【時】6月4日㈪午後1時30分～ 3
時【所】市役所8階会議室【講】松原
市消費生活センター相談員【対】
福祉委員、ボランティア、介護保
険事業者、テーマに関心のある人
【定】先着50人（定員になり次第締
め切り）【申】【問】松原市社会福祉
協議会☎333－0294、　335－
0294【主】（福）松原市社会福祉協
議会、（福）松風福祉会、松原市地
域包括支援センター徳州会、松原
市地域包括支援センター社協

エミ子さん（おはなし「ぐるっぽ」
代表）①②【所】松原図書館【定】各
50人【保】1人1回300円、5月31
日㈭までに直接NPO法人子育て
支援ぽけっと（☎268－2182、　
284－7733）へ。【申】5月8日㈫か
ら電話・来館で市内各図書館へ。
※①については、子ども連れでの
参加ができます。【問】松原図書館

藤本俊さん
国際体操殿堂入りを
お祝いする松原の集い

　日本人で13人目の国際体
操殿堂入りをされた、藤本俊
さん（広報まつばら4月号43
ページ参照）のお祝いの会を
開催します。
【時】6月3日㈰午前11時（受
付午前10時30分～）【所】松
原商工会議所2階【定】300人
【￥】3,000円【問】実行委員会
代 表 寅 本 ☎072－330－
1128【後】松原市、松原市教
育委員会

　良いご縁に恵まれるよう婚活参加者全員に、良縁成就のご祈祷を受け
ていただきます。マルシェやゲーム、地元グルメやお酒などを楽しんで
いただき、カップル成立を目指します。成立カップルには特典もあります。
【時】5月20日㈰　◆マルシェは午前10時～午後7時頃　◆婚活イベン
トは午後2時～ 7時（事前申込みが必要）【所】柴籬神社境内（雨天時は一
部会場をふるさとぴあプラザに変更）【内】ハンドメイド雑貨販売、グル
メ屋台バーサロンなどの『恋』と『濃い』をテーマにしたお店が約20店出
店。松原市出身のアーティスト、オオザカレンヂkeisukeさんなどの音
楽ライブなど【￥】男性4,000円、女性3,000円（婚活イベントのみ）【申】
公式サイトhttps://coicoi5151.com/にて申込み（婚活イベントのみ）
【問】coicoi実行委員会（☎331－8341）【後】松原市、松原商工会議所

 神社で婚活しよっ　マルシェ＆婚活
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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

■…参加費無料
●…参加費有料

みんなの広場
このコーナーは、文化・スポーツ・ボランティアなどの分野で、市内で
活躍する団体などの情報を紹介します。詳細は、各問い合わせ先まで。

会員募集
■イングリッシュキッズ
サッカースクール
【時】【所】【内】【￥】
詳細はfc-amami.comをご覧く
ださい。【対】年中～小学校2年
生【主】FCgirasol【問】山本☎
090－3057－7817

( 一財 ) 松原市文化情報振興事業団

［お問い合わせおよびチケット販売場所］
文：文化会館（336-5755） 毎火曜日（祝日
を除く）休館　ゆ：ゆめニティプラザ（334-
2111） 第2･4水曜日休館　ふ：ふるさとぴ
あプラザ（336-6800） 毎月曜日（祝日を除

く）休館　友の会予約専用（334-2015）火曜
日休止　オ：オレンジハウス・ナッティー
ロ：ローソンチケット　ぴ：チケットぴあ
イ：イープラス　※ロ・ぴ・イについては
友の会の扱いはできません

昭和の雰囲気を味わえる「歌声くらぶ」
です。毎月第３木曜日に開催しています。

司会・歌：一ノ瀬陽子さん　ピアノ・歌：喜多陵介さ
ん料金：一般1,000円（プレミアム会員900円）　歌集
代875円 ※初めて参加される方は歌集が必要です。申
込み：当日、開始までに会場に行ってください。

歌声くらぶ

5月23日㈬
①午前10時30分　②午後2時《1日2回上映》
ふるさとぴあプラザ　全席自由（上映：143分）

錨を上げて

5月13日㈰　午後4時
松原市文化会館　全席指定

出演：打打打団天鼓 featuring TENKO 
GIRLS special unit　前売り：一般
3,700円（プレミアム会員3,300円）高校
生以下2,200円（同1,900円）※当日券は
各500円増し
（販）文　ゆ　ふ　オ　ロ（Ｌコード：56706）

前売り：1,000円（当日券：1,200円）※プレミアム会員は各
10％引き　高校生以下・60歳以上・障害者およびその介護
者は当日割増なし。
（販）文　ゆ　ふ　オ　ロ（Lコード：54289）

前売り：500円（当日600円）
※高校生以下・60歳以上・障害者およ
びその介護者は当日割増なし。プレミ
アム会員は各10％引き。
（販）文　ゆ　ふ

発売中！和心 打打打団天鼓 明治維新150年
平成最後の ＴＡＩＫＯ 維新

震災で心に傷を負った少年の再生の物語。
小林稔侍初主演映画。
6月2日㈯ ①午前10時30分
②午後2時30分《1日2回上映》 
松原市文化会館　全席自由
（上映：108分）

ふるぴあ名画劇場

松原映画劇場  星めぐりの町

ⓒ2018豊田市・映画「星
めぐりの町」実行委員会

発売中！

発売中！

5月17日㈭　午後2時
ゆめニティプラザ　全席自由

催し
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■松原徳洲会グループ　松徳祭
【時】5月20日㈰午前10時～午
後3時【所】松原徳洲会病院、河
内天美駅前駐車場【備】雨天の
場合、イベント一部中止【問】
松原徳洲会病院（渡邊・田中）
☎334－3400

JA大阪中河内 食農教育
「親と子」農業体験募集
【時】6月下旬～ 1月下旬【所】松原
営農センター圃場(三宅西5－903）
【内】農作業体験など【定】15家族
程度【申】5月18日㈮必着で、は
がき（〒580－0045 松原市三宅
5－903）・FAX（331－1882）で
JA大阪中河内松原営農センター
「親と子」農業体験係へ。
申し込み時に、住所・氏名・電話
番号・参加する家族構成・農業体
験希望と明記してください。申し
込み多数の場合は抽選をし、当選
者のみ通知します。【問】JA大阪
中河内松原営農センター (☎331
－1881、　331－1882)

■第3回城連寺コミセンまつり
【時】6月3日㈰午前10時～午後
3時【所】城連寺コミュニティセ
ンター【内】展示コーナーやラ
イブコーナー、阪南大学モダン
ダンス部によるパフォーマンス
や、屋台コーナーなど盛りだく
さん！【問】城連寺コミュニティ
センター☎334－1570


