
ID   検索で
  もっと詳しく！

　各記事中にある6桁の ID を市ホー
ムぺージ内の検索ボタンに入力して検
索すると、さらに詳しい情報が見られ
ます。 市ホームぺージ

基本事項（ F は 郵 メ 往）
①催し名（コース・希望日）
②〒・住所
③氏名（ふりがな）
④電話番号
※はがきの場合、
　〒569-8501は 

住所の記載不要

申込手段の略	
HP  ウェブ申込 は  はがき
窓  窓口 郵  郵送

 電話 メ  メール
F  ファクス 往  往復はがき
● 特に記載のない記事の対象は、市内在住、 

通勤・通学の人
●時間の記載のないものは、開庁・開館時間
※ 掲載している内容は新型コロナウイルス感

染症の影響により変更になる場合があります

日時　4月～6月
場所　市全域
問合　オープンたかつき運営会議
　　　℡675-0081（事務局:市観光協会）
申込　4/28㈭から HP で

自然や歴史、グルメなどを体験する
プログラム約20本を楽しもう

オープンたかつき2022春

日時　4/2㈯　10:00～16:00
場所　野見神社　　
料金　入場無料
問合　福寿実行委員会
　　　℡674-1127（ナガイ）

手作り作家中心のクリエイターによる雑貨
などの展示販売、音楽会などを開催します

福寿マルシェ
ID  031254

対象　未就学児は保護者同伴
日時　4/2㈯・3㈰　11:00～15:20（20分／回、6回）
場所　あくあぴあ芥川
料金　無料
問合　℡692-5041

芥川にいる大きな鳥のお話を聞いた後、
塗り絵カードを作ろう

子どもワークショップ
芥川のでっかい鳥

ID  029503 当日先着各8人

対象　パラリンピック出場などを目指す小学生以上の障がい
者

日時　4/10～来年3/12　14:00～15:30（全10回）
場所　市民プール　　料金　無料（別途施設利用料必要）
問合　℡677-7200
申込　4/4㈪から HP で

一人一人の障がいと泳力に合わせ
水泳指導を行います

パラアスリート
水泳講習会

ID  029274 申込順20人

対象　市内在住の人
日時　4/13㈬、5/11㈬、6/8㈬
　　　13:30～15:30
場所　総合センター1階ロビー
料金　無料
問合　農林緑政課／℡674-7402

花や樹木の育て方や管理などの
個別相談を行います

緑の相談
ID  004121 当日先着各15人

対象　市内在住の60歳以上
料金　無料　　申込　4/4㈪から 窓 で
富田　℡694-7212　4/26㈫　13:00～15:00
郡家　℡685-0479　4/22㈮　10:00～12:00
春日　℡671-7872　4/22㈮　13:00～15:00
芝生　℡678-6620　4/14㈭、5/12㈭　13:00～15:00

スマートフォンの使い方を学びます

すこやかテラス　
はじめてのスマホ体験講座

ID  029517 申込順各20人

対象　市内在住の60歳以上
料金　無料　　申込　4/4㈪から 窓 で
富田　℡694-7212　4/15㈮　13:30～14:30
郡家　℡685-0479　4/27㈬　13:30～14:30
春日　℡671-7872　4/20㈬　13:30～14:30
山手　℡685-4656　4/14㈭　10:30～11:30
芝生　℡678-6620　4/22㈮　13:30～14:30

Wi-Fi接続と市公式LINE登録を学びます

すこやかテラス
スマホ講座

ID  029517 申込順各10人

ID  029567 申込順

対象　市内在住の60歳以上
日時　14:00～15:30
料金　無料
問合　長寿介護課／℡674-7881
富田　4/5㈫　　芝生　4/6㈬　　春日　4/8㈮
山手　4/14㈭　　郡家　4/21㈭

高齢者の体力づくりに関する相談や
体力測定を行います

すこやかテラス
健康サポートひろば

ID  005708 当日先着

対象　市内在住の60歳以上
日時　10:10～、11:10～（各30分）
料金　無料
問合　長寿介護課／℡674-7881
安満遺跡公園SAKURA広場周辺　4/12～26の火曜
富田公民館前屋外広場　4/15㈮・22㈮

足腰の筋力向上などを目指した屋外体操
プログラム。音楽に合わせて楽しもう

もてきんスタジオ
ID  005710 当日先着

対象　市内在住の60歳以上
場所　各すこやかテラスなど
料金　無料
問合　長寿介護課／℡674-7881

午前　10:10～、11:10～（各30分）
●富田　4㈪・6㈬・18㈪・20㈬
●�高槻センター街ビル（高槻町）　5㈫・7㈭・12㈫・ 

14㈭・19㈫・21㈭・26㈫・28㈭
●山手　7㈭・11㈪・21㈭・25㈪
●芝生　13㈬・27㈬
●郡家　14㈭・28㈭

午後　14:10～、15:10～（各30分）
●春日　1㈮・6㈬・12㈫・15㈮・26㈫
●富田　7㈭
●芝生　7㈭・14㈭・21㈭
●郡家　12㈫・20㈬・22㈮
●山手　19㈫

元気体操クラス　4月
ID  005707

椅子を使った健康体操を行います。体の
筋肉一つ一つを丁寧に伸ばし、鍛えます

当日先着

対象　市内在住の60歳以上　
場所　すこやかテラスなど
料金　無料　　問合　長寿介護課／℡674-7881
午前　10:00～11:30　●山手　6㈬　　●富田　27㈬
午後　14:00～15:30　
●高槻センター街ビル（高槻町）　5㈫・26㈫
●郡家　4㈪　　●芝生　20㈬　　●春日　27㈬

体力作りの基本を学びます。体操体験あり

すこやかエイジング講座
初級　4月

ID  005709

日時　4/9、5/14・28、
　　　6/11・25の土曜 

8:00～9:30　※なくなり次第終了
場所　同館駐車場
料金　入場無料
問合　市農業振興団体協議会
　　　℡674-7402（農林緑政課内）

地元産農産物を生産している農家が集まり、
朝市を開催。新鮮な野菜や花などはいかが

今城塚古代歴史館前朝市
ID  029507

日時　4/10㈰　
　　　12:00～
場所　高槻現代劇場中ホール
料金　無料
問合　市合唱連盟／℡688-1890（マツムラ）

各団体が趣向を凝らしたステージを
披露します

市合唱祭
ID  029061 当日先着600人

当日先着
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日時　4/16㈯　9:00～10:00
場所　今城塚古墳公園　※雨天中止
料金　無料
問合　今城塚古代歴史館／℡682-0820

復元ハニワの水洗いや古墳の説明板などの
洗浄、公園内のごみ拾いなどを行います

いましろ�大王の杜
クリーンアップ

ID  029511

対象　15歳以上の引きこもりの人、家族など
日時　4/16㈯、5/21㈯、6/18㈯　14:00～17:00
場所　クロスパル高槻
料金　各500円（本人と家族無料）
問合　青少年センター
　　　℡685-3724

ひきこもりに関する不安や悩みなどの
相談にも応じます

ひきこもりを共に考える
交流学習会

ID  029243 当日先着各20人

日時　4/17㈰、5/8㈰　
　　　9:15～14:30
場所　高槻現代劇場和室
料金　各1,000円
問合　高槻茶道会
　　　℡090-5978-0234（タマムラ）

四季折々にふさわしい、趣向を凝らした
茶会を開催します。お気軽にご参加を

月釜
ID  029537 当日先着各100人
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日時　4/17㈰
　　　10:00～15:00
場所　入江運創店（富田町1）
料金　入場無料
問合　駅間を考える専門部会
　　　℡696-0259（ヒサツグ）

酒蔵の井戸水と水道水の飲み比べ、
水まんじゅうの販売など

富田駅間水まつり
ID  031522

対象　市内在住の高校生以下と保護者
日時　5/5㈷　10:00～、14:00～（各約90分）
場所　高槻現代劇場大ホール　　料金　無料
問合　市民生委員児童委員協議会 
　　　℡674-7163（市社会福祉協議会内）
申込　4/26㈫から地域福祉会館（城西町）で入場券を配布

家族みんなでドキドキ、感動ワンダフル～！
日本語字幕付き

こども映画会
「パウ・パトロール」

申込順各600人

(C) 2021 Param
ount Pictures. All rights reserved.

 
対象　タブレット初心者
日時　5/9㈪・26㈭　10:00～、13:00～（各2時間）
場所　富田ふれあい文化センター
料金　各700円
問合　℡694-5451
申込　4/4㈪から 窓 で

基本的な操作方法などを実践。
タブレットの楽しさ、便利さを体験します

情報格差解消　
はじめてのタブレット講座

ID  037011 申込順各10人

対象　不登校児童・生徒、保護者など
日時　4/23㈯、5/28㈯、6/25㈯　15:00～17:00
場所　クロスパル高槻
料金　無料
問合　青少年センター／℡685-3724

同じ悩みや不安を抱えている人同士が
気軽に語り合います

不登校おしゃべりサロン
「ココン」

ID  029273 当日先着各20人

対象　4歳以上（小学生以下は保護者同伴）
日時　4/23㈯　13:30～、14:30～（各40分）
場所　あくあぴあ芥川
料金　無料
問合　℡692-5041
申込　4/3㈰9:00から で

わらべ歌や昔話を楽しもう。
話に登場する生きものについての解説も

みんなのおはなし会
たかつきの昔ばなし

ID  029516 申込順各20人

日時　4/24㈰　9:30~15:30
場所　JR高槻駅南側人工デッキ集合
料金　無料
問合　市ハイキング協議会 

℡671-3761（ウエハタ、18:00～21:00）

一面にレンゲの花が咲き誇る大畑を見に、
みんなで歩こう

市民ハイキング　
三島江レンゲの里コース

当日先着100人

日時　4/24㈰
　　　14:30～
場所　クロスパル高槻
料金　無料
問合　℡685-3721

高槻音楽家協会による美しい音楽の
生演奏をお楽しみください

サロンコンサート
当日先着100人

日時　4/26㈫　10:30～12:00
場所　しろあと歴史館
料金　無料
問合　℡673-3987
　　　〒569-0075城内町1-7
申込　4/12㈫までに HP 窓 往 で（基本事項記入）

展示に関連して、市内の旧家に伝来した
掛軸や屏風について解説します

学芸員講座
高槻の旧家に伝来した書画

ID  018205 抽選30人

ID  032997

日時　4/26㈫、5/31㈫
　　　12:10～12:40
場所　生涯学習センター1階ロビー
料金　無料
問合　℡674-7700

高槻音楽家協会による美しい音楽の
生演奏をお聞きください

ランチタイム・ロビー
コンサート

当日先着各100人

日時　4/27㈬　9:45～12:00
場所　日吉台公民館集合
料金　無料
問合　℡688-6636
申込　4/4㈪～11㈪に HP 窓 で

公民館から徒歩5分の森林を
たかつき環境市民会議と一緒に観察しよう

小さな里山
春の自然観察会

ID  037365 抽選20人

日時　4/27、5/25、6/22、7/27、 
8/24、10/26、11/23、12/28、 
1/25、2/22、3/22の水曜 
14:00～15:30

場所　高槻現代劇場402号室ほか
料金　各1,000円　※友の会割引あり
問合　℡671-9999（10:00～17:00）

人気曲を一緒に歌いましょう。
ピアニスト・喜多光三さんの解説あり

歌声くらぶ 当日先着

日時　4/28㈭、5/26㈭、6/23㈭　
　　　13:30～14:30
場所　小寺池図書館
料金　無料
問合　℡696-2880

村上春樹著「東京奇譚集」より
ハナレイ・ベイほか

小寺池図書館朗読会
本を楽しむ会

ID  031756 当日先着各30人

日時　4/29㈷
　　　14:00～
場所　高槻現代劇場中ホール
料金　無料
問合　文化スポーツ振興課／℡674-7414

「雨のち晴レルヤ」「ローレライ」など、
日頃の練習の成果を発表します

市少年少女合唱団
定期演奏会

ID  029137 当日先着600人

対象　市内在住の人
日時　5/4㈷　14:00～
場所　Panasonic Stadium Suita（吹田市）
料金　カテゴリー4＝2,520円、カテゴリー5＝2,170円、

カテゴリー6＝1,820円、高校生以下無料
問合　ガンバ大阪／℡06-6875-6880
申込　4/13㈬～5/3㈷に HP で

北海道コンサドーレ札幌戦に高校生以下は
無料、大人は特別価格でご招待します

ガンバ大阪
高槻市民応援デー

ID  037480 申込順

日時　4/23㈯　10:00～12:00
※なくなり次第終了

場所　安満遺跡公園
料金　入場無料
問合　市農業振興団体協議会 

℡674-7402（農林緑政課内）

地元産の野菜、果物、花などの即売。
農業経営相談コーナーもあります

春の農産物
即売会

ID  031256

対象　不登校児童・生徒、保護者など
日時　4/23㈯、5/28㈯、6/25㈯　13:00～15:00
場所　クロスパル高槻
料金　無料
問合　青少年センター／℡685-3724

不登校に関する不安や悩みなどの
相談にも応じます

不登校を共に考える
交流学習会

ID  029250 当日先着各20人

対象　視覚障がい者と付添人
日時　4/21㈭　6:30～8:00
場所　神峰山の森（原）　　料金　無料
問合　神峰山都市近郊林管理運営協議会 
　　　℡674-7404、FAX675-3133（農林緑政課内）
申込　4/5㈫～14㈭に HP 窓 F で（基本事項記入）

自然豊かな森で野鳥のさえずりを
楽しみましょう

神峰山の森で
バードリスニング

ID  029563 申込順20人

対象　小学生以上
日時　4/18㈪　19:00～20:30
場所　総合スポーツセンター
料金　無料
問合　℡677-8200、FAX677-8000　※4/1㈮から
申込　当日17:00までに HP F で（基本事項と年齢記入）

障がい者スポーツを気軽に
体験できます

障がい者スポーツ
講習会

ID  029487

対象　市内在住の人
日時　4/28～11/24
　　　13:30～15:30（全7回）
場所　総合センター6階会議室ほか
料金　3,000円
問合　農林緑政課／℡674-7402
申込　4/4㈪～21㈭に HP 窓 で

土づくり・花壇デザインなど、自宅や地域の
花壇などの維持方法を学びます

園芸講座
ID  031258 申込順20人

対象　来年3月卒業予定の学生と 
求職者

日時　5/5㈷　10:00～15:00
場所　生涯学習センター1階展示ホール
料金　無料
問合　市民間社会福祉施設連絡会事務局 
　　　℡674-7494（市社会福祉協議会内）
申込　当日10:00までに HP 窓 で

社会福祉施設（保育・児童・障がい・
高齢）の合同就職説明会です

たかつき福祉就職フェア
申込順200人
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ら・ぱれっと作品展　
　4/12㈫～25㈪
なんくるないさ磐手油絵展
　4/12㈫～25㈪
アトリエLOREN絵画展
　4/26㈫～5/9㈪
曙書道教室作品展
　4/26㈫～5/9㈪

JR高槻駅南側地下通路

えきちかギャラリー

身近なみどりの写真展
　4/12㈫～5/8㈰

総合センター1階

南側通路 盆栽銘品展
　4/8㈮～10㈰
酔墨会高槻教室�
25周年記念中国水墨画展
　4/28㈭～5/1㈰

生涯学習センター1階

展示ホール

カメラクラブ高槻写真展　
　4/1㈮～6㈬
磐手絵画同好会作品展
　4/8㈮～13㈬
ベルム洋画展
　4/15㈮～20㈬
アトリエ楽画房絵画作品展
　4/22㈮～27㈬
弥生会絵画展
　4/29㈷～5/4㈷

エミル高槻2階

展示館けやき

香彩倶楽部・柳川フォトサークル�
合同写真展　
　4/7㈭～12㈫
とが逸平水彩画教室「游祭」
　4/14㈭～19㈫
とが逸平水彩画教室「風祭」
　4/21㈭～26㈫

クロスパル高槻７階

ギャラリーはなみずき

高槻水彩画塾作品展
　4/1㈮～13㈬
クリンピア前島陶芸教室作品展
　4/14㈭～27㈬
全日本年金者組合高槻支部�
「年金写クラブ」作品展
　4/28㈭～5/11㈬

総合センター1階ロビー

桃園ギャラリー

各スポーツ連盟・団・協会が開催する教室
場所　A＝総合体育館、B＝青少年運動広場、C＝堤運動広場、D＝陸上競技場
問合　市スポーツ団体協議会／℡677-2285（総合スポーツセンター内）

剣道� 当日直接、会場へ

審判講習会 高校生以上 5/1㈰　14:00～17:30 A 500円

サッカー� 当日直接、会場へ

キッズ教室 5歳～小学2年生 4/6～6/22の水曜　15:00～17:00
（5/4除く） B 200円/回

放課後教室 小学3～6年生 4/6～6/22の水曜　15:00～18:00
（5/4除く） B 300円/回

シニア教室 おおむね60歳以上 4/8～6/24の金曜　15:00～18:00
（4/29、5/6、6/3除く） B 200円/回

ゴールキーパー
育成指導 小学3・4年生 4/13㈬、5/11㈬、6/8㈬

18:00～19:30 C 500円/回

ゴールキーパー
育成指導 小学5・6年生 4/13㈬、5/11㈬、6/8㈬

19:20～20:50 C 500円/回

トランポリン� 当日直接、会場へ

教室 4歳～小学3年生 4/7～7/14の木曜　15:30～16:45
（4/28、5/5、6/23除く） A

年会費2,000円、
月会費2,000円
※別途保険料必要。体験500円

ラグビー� ラグビーフットボール連盟／℡090-6960-1473（タニグチ）

体験教室 3歳～小学生 5/1㈰　9:00～12:00 B 無料

陸上� 陸上競技連盟／℡688-3434（マエカワ）

高槻小学生教室 小学生 4/23㈯・30㈯　9:00～10:30 D
入会金3,000円、
月会費1,500円
※体験無料

市ホームページ

対象　小学生と保護者
日時　5/14㈯
　　　10:00～12:00
場所　南大冠公民館など
料金　無料
問合　℡673-1477
申込　4/5㈫～12㈫に HP 窓 で

春に活動する昆虫についてのお話と
昆虫採集をします

春のよどがわ昆虫さがし隊
ID  031261 抽選35人

対象　５歳～小学生
日時　5/21㈯　10:00～12:00
場所　クロスパル高槻
料金　無料
問合　青少年センター 
　　　℡685-3724（クロスパル高槻内）
申込　4/3㈰～5/2㈪に HP 窓 で

飛び出てくるかわいいポップアップカード
作りを楽しみます

飛び出すカード作り
ID  029225 抽選20人

日時　①5/22㈰②6/5㈰
　　　13:30～15:00　　
場所　今城塚古代歴史館　　料金　無料
問合　℡682-0820、FAX682-0930、 

〒569-1136郡家新町48-8
申込　4/17㈰までに HP 窓 往 F で（基本事項記入）

①弁天山古墳群の武器・武具
②淀川流域の首長墓系譜を比較する

今城塚古代歴史館
連続学芸員講座

ID  031299 抽選60人

対象　中学生以上
日時　5/24㈫　9:30～12:30
場所　北消防署西分署
料金　無料
問合　北消防署／℡687-0119
申込　4/24㈰～5/17㈫に HP 窓 で最寄りの消防署へ

AEDを用いた心肺蘇生法、
他応急処置を学びます

応急手当講習会
（普通救命講習I）

ID  032628 申込順30人

日時　4/9㈯～30㈯
　　　※摘み取り不可
場所　三島江2・3丁目の田んぼ
交通　JR高槻駅南側または、阪急高槻市駅北側から市営バ

ス「柱本団地」行き乗車、「三島江南口」下車。北東
へ徒歩5分

問合　神安土地改良区／℡072-634-2551

ID  029157

休耕田を活用し、ピンク色のレンゲソウが
畑一面に広がります。見頃は4月中旬以降

三島江レンゲの里一般公開

日時　4/2㈯～5/15㈰ 
10:00～17:00 
（原則月曜は休館。入館は16:30まで）

場所　しろあと歴史館
料金　無料
問合　℡673-3987

明治時代～昭和初期の武者人形や
甲冑飾りを紹介します

トピック展示
端午の節句

ID  018196

日時　4/23㈯～10/16㈰　
　　　10:00～17:00 
　　　（原則月曜は休館。入館は16:30まで）
場所　歴史民俗資料館
料金　無料
問合　しろあと歴史館／℡673-3987

水車や糸車、扇風機や蓄音機など
回して使う道具を紹介します

歴史民俗資料館企画展
まわせば便利　昔の道具

ID  031255

対象　市内在住の60歳以上
日時　5/12～7/21　14:00～15:30（全5回）
場所　明治安田生命ビル（城北町）
料金　無料
問合　長寿介護課／℡674-7881
申込　4/4㈪から HP 窓 で

健康作りを総合的に学び実践する連続講座。
歯科医師との個別相談あり

すこやかエイジング講座
中級

ID  029512 申込順15人

対象　小学生以下は保護者同伴
日時　5/14㈯、9/17㈯、12/3㈯
　　　9:30～12:00
場所　二料山荘
料金　各1,000円（小学生以下各500円）
問合　農林緑政課／℡674-7402
申込　4/1㈮～20㈬に HP で

樫田地区の自然いっぱいの山里で
お米づくりを体験しよう

やまざと農業体験
お米づくり体験

ID  029303 抽選60人

 
対象　パソコン初心者
日時　5/11㈬・13㈮　13:00~16:00（全2回） 

5/30㈪・31㈫　13:00～16:00（全2回）
場所　富田ふれあい文化センター
料金　各2,400円　　問合　℡694-5451
申込　4/4㈪から 窓 で

基本的な操作やホームページ検索などを
実践。パソコンの便利さを体感できます

情報格差解消
はじめてのパソコン講座

ID  037009 申込順各12人
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