
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　10:00～11:30　●富田　25㈬
午後　14:00～15:30　
●郡家　2㈪　　●芝生　18㈬　
●高槻センター街ビル（高槻町）　24㈫　　●春日　25㈬

体力づく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　5月

ID  005709 当日先着

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
※ はがきなど郵送の場合、 

特に記載のないものは 
〒569-8501 

（住所記載不要）へ

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 あて先記載例▶

569-8501

課
○
○
市
槻
高

室
教
△
△
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△
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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　2㈪・16㈪・18㈬
●山手　9㈪・19㈭・23㈪
●高槻センター街ビル（高槻町）
　10㈫・12㈭・17㈫・19㈭・24㈫・26㈭
●芝生　11㈬・25㈬
●郡家　12㈭・26㈭

午後　14:10～、15:10～（各30分）
●春日　6㈮・10㈫・20㈮・24㈫
●郡家　10㈫・18㈬・27㈮
●芝生　12㈭・19㈭
●山手　17㈫

日時　10:00～、14:00～（各2時間30分）
場所　生涯学習センター2階多目的ホール
料金　無料
問合　地域ひととき／℡090-9545-5555（コバヤシ）
申込　5/20㈮までに HP で　※保育あり
ずっといっしょ　5/7㈯
ママをやめてもいいですか？　5/21㈯

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

命の大切さ、家族の絆、人との繋がり、
生きることを考えてもらう作品です

元気体操クラス
5月

映画「うまれる」シリーズ
上映会

ID  005707 ID  047644当日先着

対象　市内在住の60歳以上
日時　14:00～15:30
場所　各すこやかテラス
料金　無料
問合　長寿介護課／℡674-7881
山手　5/12㈭　　春日　5/13㈮　　郡家　5/19㈭

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

健康サポートひろば
ID  005708 当日先着

申込順各200人

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
富田支所前広場　5/6～27の金曜　※雨天中止
安満遺跡公園SAKURA広場周辺　5/10㈫・17㈫・24㈫

足腰の筋力向上などを目指した体操
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
料金　無料　　申込　5/6㈮から 窓 で（芝生は7㈯から）
富田　℡694-7212　5/20㈮　13:30～14:30
郡家　℡685-0479　5/25㈬　13:30～14:30
春日　℡671-7872　5/18㈬　13:30～14:30
山手　℡685-4656　5/12㈭　10:30～11:30
芝生　℡678-6620　5/27㈮　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  036830 申込順各10人
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対象　4歳以上（小学生以下は保護者同伴）
日時　5/15㈰　13:30～、14:30～（各30分）
場所　あくあぴあ芥川　　料金　無料
問合　℡692-5041
申込　5/5㈷9:00から で

高槻の各地域に伝わる昔話の読み聞かせや
手遊びを楽しみます

みんなのおはなし会
高槻の昔ばなし2

ID  034243 申込順各20人

対象　4歳以上（小学生以下は保護者同伴）
日時　5/15㈰　11:00～11:40
場所　あくあぴあ芥川　　料金　無料
問合　℡692-5041
申込　5/3㈷9:00から で

あくあぴあ芥川企画展関連講座。樫田地域を
舞台にした動物が登場する人形劇です

高槻の昔ばなしの人形劇
「ばけくらべ」

ID  033774

日時　5/15㈰　 
14:00～16:00

場所　生涯学習センター1階 
展示ホール

料金　無料
問合　℡674-7700

落語愛好家 噺の会じゅげむによる寄席です
高槻市民寄席
当日先着200人

日時　5/21㈯　10:15～15:30
場所　今城塚古代歴史館
料金　ロウ石の色が白300円、ピンク・マーブル400円
問合　℡682-0820

好きな型紙を選び、ロウ石を削って勾玉を
作ります

今城塚古代歴史館
勾玉づくり教室

ID  036968 当日先着15人

日時　5/21㈯　10:00～12:00
場所　日吉台公民館　　料金　無料
問合　℡688-6636
申込　5/6㈮～13㈮に HP 窓 で　 

※保育あり

対象　小学3～6年生と保護者
日時　5/21㈯・22㈰　10:00～12:00
　　　（21日は11:00から。全2回）
場所　芥川公民館　　料金　無料
問合　℡683-1423、〒569-1123芥川町4-20-12
申込　5/6㈮～13㈮に HP 窓 往 で（基本事項と学年、保育

の有無記入）
※保育あり

対象　小学5年生以上
日時　5/22㈰　10:00～12:00
場所　芥川緑地
料金　無料
問合　あくあぴあ芥川／℡692-5041
申込　5/5㈷9:00から で

日時　5/22㈰　9:00～16:00
　　　※なくなり次第終了。雨天時は5/28㈯
場所　郡家新町85の畑
料金　じゃがいも1株150円　※たまねぎは当日確認
問合　芥川農業研究会
　　　℡683-5821（JAたかつき芥川支店内）

世界を歩く公民館
スイス編

親子で学ぶ
2日間プログラミング講座

昆虫観察会

じゃがいも・たまねぎ
収穫体験

スイスと日本文化との違いについて
エディさんに聞いてみよう

プログラミングを学んだ後、パソコンで
テニスロボットを動かします

芥川緑地を歩きながら昆虫を観察・採集
します

地元農家が減農薬・減化学肥料で栽培した
野菜の収穫を体験します

ID  037021 抽選30人

ID  033242 抽選10組

ID  034277

ID  033236

申込順20人申込順各20人

対象　市内在住の年長児～中学生の難
聴の人

日時　5/15～来年3/19（全11回）
場所　障がい者福祉センター　　料金　無料
問合　高槻難聴児親の会／℡672-0672、FAX661-4714
　　　（平日10:00～15:00、市障害児者団体連絡協議会内）
申込　5/3㈷～来年3/19㈰に F で（基本事項と年齢記入）
ことば　10:00～12:00　　書道　13:00～14:00　
英語　14:00～15:00

聞こえと言葉に不安のある児童を対象に、
寺田昌美さんと学習をします

難聴児向けの教室
ID  033290

申込順20人

日時　5/22㈰　13:30～15:00
場所　クロスパル高槻
料金　1,300円、小・中学生500円
問合　ラボ・むらやまパーティー／℡・FAX687-6287
申込　5/3㈷～21㈯に F で（基本事項記入）

宇津木秀甫著「高槻物語」からお話を
語ります

昔ばなし語りべの会
わわしい女（ひと）たち

ID  036340 申込順60人

対象　市内在住の60歳以上
料金　無料　　申込　5/6㈮から 窓 で（芝生は7㈯から）
富田　℡694-7212　5/24㈫　13:00～15:00
郡家　℡685-0479　5/27㈮　10:00～12:00
春日　℡671-7872　5/27㈮　13:00～15:00
山手　℡685-4656　6/2㈭　 13:00～15:00
芝生　℡678-6620　6/9㈭　 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  036830 申込順各20人

日時　5/24㈫　10:00～12:30
場所　市営バス停「上の口」集合
料金　無料　
問合　北清水公民館／℡687-3190
申込　5/6㈮～12㈭に HP 窓 で

三好山に自生する初夏の植物観察と
芥川山城にまつわる歴史を学びます

三好山～豊かな自然と歴史の
足跡を辿る

ID  033287 抽選20人

申込順1,000人

日時　5/26㈭　10:00～12:00
場所　五領公民館
料金　無料　
問合　℡669-6169
申込　5/6㈮～13㈮に HP 窓 で

対象　障がいのある人、交流を希望 
する人

日時　5/26㈭　10:00～12:00
場所　今城塚古代歴史館前集合　　料金　無料
問合　障がい者福祉センター
　　　℡672-0267、FAX661-3508
申込　5/6㈮～20㈮に HP 窓 F で（基本事項と参加人数

記入）　※手話通訳あり

場所　生涯学習センター1階展示ホール
料金　無料　
問合　市さつき会／℡673-6513（ワタナベ）
展示会　 5/26㈭～29㈰　9:00～17:00（26日は13:00から、

29日は15:00まで）
講習会　5/27㈮　14:00～16:00　※当日先着20人

お花が好き！を活かして
ガーデニング

春の野外交流会
いましろ大王の杜

市さつき会
花季展示会と講習会

グリーンアドバイザーから園芸の基礎を
学び、植栽実習をします

歴史に触れ、公園を散策。ジャンケン大会
などみんなで交流しましょう

盆栽の展示と植え付け・曲付け実技指導の
講習会です

ID  031312 抽選20人

ID  033278 申込順50人

ID  036555

対象　小学生と保護者
日時　5/22㈰　10:00～15:00
場所　総合スポーツセンター　　料金　無料
問合　市スポーツ団体協議会／℡677-2285
申込　5/3㈷～13㈮に HP で

トランポリン、陸上競技、野球など
さまざまな種目を体験できます

合同スポーツ体験教室
スポーツを楽しもう

ID  036295

日時　5/22㈰　10:15～12:00
場所　今城塚古代歴史館
料金　300円
問合　℡682-0820、FAX682-0930 

〒569-1136郡家新町48-8
申込　5/8㈰までに HP 窓 F 往 で（基本事項記入）

粘土をこねてオリジナルのハニワを作ります

今城塚古代歴史館
ハニワづくり教室

ID  036971 抽選15人

日時　5/27㈮　14:00～15:30
場所　クロスパル高槻
料金　無料
問合　消費生活センター／℡683-0999
申込　5/6㈮から HP で

生前整理普及協会の中川智子さんが
詳しく解説します

片づけから始める
あったかい生前整理

ID  037026 申込順25人

対象　女性
日時　5/28～7/2　10:00～12:00（全5回）
場所　クロスパル高槻
料金　無料
問合　男女共同参画センター／℡685-3725
申込　5/3㈷から HP 窓 で　 

※保育あり

女性が本来の能力を発揮し、活躍できる
力を身に付けます

女性が社会参画するための
エンパワーメント講座

ID  059734 申込順18人
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日時　5/28㈯　10:00～11:30
場所　生涯学習センター2階多目的ホール
料金　無料
問合　第一東和会病院／℡671-1008

医師・栗山達朗さんが「めまい」の
正しい対処の見分け方について講演します

第一東和会病院
市民公開講座

ID  058022 当日先着150人

日時　5/28㈯　10:00～16:00　 
※材料がなくなり次第終了

場所　ハニワ工場公園
料金　ハニワづくり300円、スケッチ・ぬり絵無料　 

※絵の具、クレヨンなど持参
問合　埋蔵文化財調査センター／℡694-7562

復元工場でのハニワづくりやスケッチ・ぬり絵に挑戦しよう

ハニワづくりと
スケッチぬり絵大会

ID  037006 当日先着

対象　小学生以上（小学生は保護者同伴）
日時　5/28㈯　13:30～15:30
場所　あくあぴあ芥川
料金　無料　　問合　℡692-5041
申込　5/5㈷9:00から で

光らないホタルなど、意外と知らない
知識をお話します。生息地の見学も

生き物講座
高槻のホタルたち

ID  034238 申込順20人

日時　5/29㈰　10:00～、11:30～（各60分）
場所　真上公民館
料金　500円
問合　℡683-2509
申込　5/6㈮～13㈮に HP 窓 で

赤青黄のパステルで風景画
「空色グラデーション」を描きます

心を笑顔に
3色で描くパステルアート

ID  032627 抽選各10人

対象　市内在住の小学3～6年生（保護者同伴、滑走は児童だけ）
日時　5/29㈰　10:00～12:00
場所　関西大学たかつきアイスアリーナ（霊仙寺町2）　 

※車での来場不可
料金　500円（スケート靴持参は無料）
問合　みらい創生室／℡674-7392　  申込　5/11㈬までに HP で

アイススケート部・アイスホッケー部がスケートを指導します

関西大学たかつきアイスアリーナ
市民開放デイ

ID  036532 抽選50人

対象　市内在住の60歳以上
日時　5/30㈪　14:00～15:30
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　5/6㈮から HP 窓 で

友人やグループ仲間に伝えて欲しい栄養の
専門知識を学ぶ講座です

すこやかエイジング講座
上級

ID  059511 申込順15人

日時　5/30㈪　14:00～16:00
場所　三箇牧公民館
料金　無料
問合　℡677-0965
申込　5/6㈮～13㈮に HP 窓 で

プロの朗読に耳を傾け、浅田次郎の
世界に浸ってみませんか

朗読「月島慕情」
ぶら～り𠮷原・月島

ID  036769 抽選20人

日時　5/31㈫　10:00～12:00
場所　阿武山公民館集合
料金　無料
問合　℡693-0188
申込　5/9㈪～20㈮に HP 窓 で

上の池公園に生息する卯の花など
樹木の観察をします

樹木観察　
市民の花「卯の花」を観る

ID  037142 抽選20人

対象　市内在住の60歳以上
日時　6/1～8/10　14:00～15:30（全5回）
場所　安満遺跡公園ボーネルンドPark Center
料金　無料
問合　長寿介護課／℡674-7881
申込　5/6㈮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  036452 申込順12人

日時　6/4㈯　14:00～16:00
場所　生涯学習センター2階多目的ホール
料金　無料
問合　市人権まちづくり協会／℡647-7825、FAX647-7233
申込　5/6㈮～20㈮に 窓 F メ で（基本事項記入）

※保育、手話通訳・要約筆記あり

「あなたがあなたのままで輝くために」と題し、長谷山北ノ院大行寺・
英月さんが講演します

人権講演会
心の豊かさを求めて

ID  036512 申込順300人

日時　6/3㈮　13:00～16:00　 
※受け付けは当日12:30～15:30

場所　生涯学習センター1階展示ホール
料金　無料　　問合　市民生活相談課／℡674-7130
法律、税務、司法書士　申込順48人。5/23㈪から HP で
行政、人権、公正証書、社会保険、警察、宅建、心配ごと、
消費生活、民事調停手続　当日先着

弁護士や税理士などによる下記の
専門相談が受けられます

一日総合相談所を開設
ID  036466

対象　18歳以上（高校生除く）
日時　6/5㈰　10:00～12:00
場所　総合センター12階教育委員会室
料金　無料
問合　地域教育青少年課／℡674-7654、FAX674-7645
申込　5/12㈭～6/2㈭に HP 窓 F で（基本事項と人数記入）

日常に潜む危険な場面においての
対処法を学びます

危険予知トレーニング
ID  035679 申込順40人

水曜画会作品展
　5/6㈮～11㈬
金佐直絵画展
　5/13㈮～18㈬
カッパーきりえ展
　5/20㈮～25㈬
全日本写真連盟高槻支部展
　5/27㈮～6/1㈬

エミル高槻2階

展示館けやき

グループ・ミニ油彩画作品展
　5/8㈰～5/14㈯
アトリエOKITA教室絵画作品展
　5/16㈪～21㈯

生涯学習センター1階

展示ホール　※水曜は休館
和紙ちぎり絵高槻教室作品展
　5/10㈫～23㈪
曙陶会作品展
　5/10㈫～23㈪
自由塾水彩画展
　5/24㈫～6/6㈪
アトリエ伽羅女留作品展
　5/24㈫～6/6㈪

JR高槻駅南側地下通路

えきちかギャラリー

環境展
　5/10㈫～23㈪

南側通路
総合センター1階

アイケアライフ清福寺作品展
　5/12㈭～25㈬
容紀会作品展
　5/26㈭～6/8㈬

桃園ギャラリー

讃水会　水彩画展
　5/12㈭～17㈫
アミカル日吉絵画展
　5/26㈭～31㈫

クロスパル高槻7階

ギャラリーはなみずき

対象　パソコン初心者
日時　6/6㈪・7㈫　13:00～16:00（全2回）
　　　6/28㈫・29㈬　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　5/6㈮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  037042 申込順各12人
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対象　タブレット初心者
日時　6/10㈮・23㈭　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　5/6㈮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  037036 申込順各10人

対象　小学生以下と保護者
日時　10:00～12:00　　料金　無料
問合　文化スポーツ振興課
　　　℡674-7649、FAX674-8836
申込　5/6㈮から HP F は で（参加者全員の基本事項と年齢

記入）
総合スポーツセンター　6/4㈯
古曽部防災公園体育館　6/26㈰

普段から聞き慣れている音楽にのせて
親子一緒にリズム体操を行います

わくわく親子リズム
ID  036315 申込順各150人

対象　中学生以上
日時　6/11㈯　9:30～12:30
場所　市消防本部
料金　無料
問合　中消防署／℡674-7994
申込　5/11㈬～6/4㈯に HP 窓 で最寄りの消防署へ

AEDを用いた心肺蘇生法や応急処置を
学びます

応急手当講習会
（普通救命講習Ⅰ）

ID  037116 申込順30人

日時　6/11㈯　13:00～16:00
場所　高槻ミューズキャンパス（白梅町）
料金　500円　
問合　℡684-4000（平日10:00～16:00）
申込　5/11㈬～6/10㈮に HP で

気象情報伝達の舞台裏や災害情報の
活用術についてお伝えします

関西大学公開講座
命を守るお天気の情報

ID  036545 申込順65人

対象　市内在住の小学生
日時　6/12㈰　10:00～15:00
場所　摂津峡青少年キャンプ場　　料金　500円
問合　地域教育青少年課／℡674-7654
申込　5/9㈪～23㈪に HP 往 で（基本事項と性別、学校名・学

年、交通手段記入）　※1人はがき1枚

キャンプで
アウトドアクッキング
キャンプ場のかまどで、薪を使った
カレー作りに挑戦します

ID  036554 抽選20人

対象　5歳～小学生
日時　6/18㈯　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
申込　5/3㈷～6/2㈭に HP 窓 で

厚紙ブンブンごまづくり
厚紙でブンブンごまを作って楽しみます

ID  036762 抽選20人

対象　市内在住のおおむね40～74歳 
で運動制限のない人　

日時　6/7㈫・20㈪　10:00～12:00（全2回）
場所　保健センター　　料金　無料
問合　健康づくり推進課／℡674-8800、FAX674-1551
申込　5/9㈪から HP 窓 F で（基本事項と生年月日記入）

栄養・運動などの健康づくりに関する講座で 
す。体操体験あり

健康教室
ID  005451 申込順25人

日時　6/18㈯・19㈰　13:00～
場所　高槻萩谷バファローズ球場（萩谷総合公園野球場）
料金　1,000円（当日券1,200円） 

小・中学生500円（当日券600円）
問合　文化スポーツ振興課／℡674-7649
申込　5/20㈮から下記の 窓 で
　　　高槻スポーツ／℡675-5857（大手町）
　　　JR高槻駅観光案内所／℡686-0711
　　　おみやげ処笹井屋／℡0120-331-825（富田町3）

抽選各10組
小学生を試合観戦に無料招待
対象　市内在住の小学生と保護者
申込　5/20㈮までに 往 で〒550-0023大阪市西区千代崎 

3-北2-30オリックス野球クラブ株式会社ファーム高
槻公式戦係へ（基本事項と年齢・学年、希望日記入）

当日先着
試合終了後のスペシャルイベント
●小学生限定ベースランニング
●ペアキャッチボール　ボールとグラブ持参（硬球不可）

オリックス・バファローズVS
阪神タイガースの試合です

プロ野球
ウエスタン・リーグ公式戦

ID  038498

対象　小学生以下は保護者同伴
日時　6/25㈯　10:00～12:00
場所　二料山荘など
料金　中学生以上1,000円、小学生以下500円
問合　農林緑政課／℡674-7402
申込　5/2㈪～27㈮に HP で

樫田地区の自然いっぱいの山里で
じゃがいも掘りを体験しよう

やまざと農業体験
じゃがいも掘り

ID  033244 抽選50人

対象　小学生以上
日時　5/16㈪　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
申込　当日17:00までに 窓 で

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
サウンドテーブルテニス

ID  029487 申込順20人

場所　府立福祉情報コミュニケーショ 
ンセンター

日時　6/19～12/4（各全21回）
料金　無料（別途テキスト代必要）
問合　府民お問合せセンター／℡06-6910-8001
申込　5/9㈪までに申込書を HP 郵 で〒537-0025大阪市東

成区中道1-3-59府立福祉情報コミュニケーションセ
ンター3階大阪府中途失聴・難聴者協会へ

手書きとPCのコース別に要約筆記者の
養成を行う講座です

府要約筆記者養成講座
ID  037366 申込順各10人

日時　14:00～15:30
場所　生涯学習センター3階研修室　
料金　各2,500円
問合　℡674-7700、FAX674-7704
申込　5/10㈫までに HP 窓 F は で（基本事項記入）

阿武山地震観測所提携講座
どんな地震が起こるのか？そのときどう行動するか？
講師は①②③同所教授・飯尾能久さん④同所教授・矢守克也さん
①近畿地方の地震活動　6/7㈫
②六甲－淡路島断層帯と兵庫県南部地震　6/14㈫
③有馬－高槻断層帯と大阪府北部の地震　6/21㈫
④南海トラフ地震の「臨時情報」について　6/28㈫

大阪産業大学提携講座
匠の味を味わう
講師は⑤⑧同大学教授・後藤彰彦さん⑥元伝統みらい教育研究センター
シニアフェロー・黒田孝二さん⑦名古屋工業大学准教授・石井大佑さん
⑤豆腐にやさしい京金網の技　6/3㈮
⑥水の七不思議と操る匠、その感性と技　6/10㈮
⑦�驚くべきネイチャーテクノロジー～水を操る表
面　6/17㈮

⑧茶道点前における一瞬の技　6/24㈮

けやきの森市民大学
春期講座

抽選各50人

対象　18歳以上
日時　6月～来年2月　10:00～15:00（全30回）
場所　生涯学習センターなど
料金　15,000円
問合　環境政策課／℡674-7486、FAX661-3198
申込　5/23㈪までに HP 窓 F で（基本事項と年齢記入）

講義や自然観察などを通して高槻の自然環境
について幅広く学びます

たかつき市民環境大学
ID  001927 抽選20人

日時　5/14㈯　12:00～15:00
場所　大阪公立大学（大阪市阿倍野区）
料金　無料
問合　府看護協会／℡06-6947-6900
申込　5/12㈭までに同協会 HP で

妊婦体験などの体験プログラムや消毒チェック、
看護師の1日の紹介など

看護の日　体験もできちゃう!?
看護のセカイ

ID  045937 申込順300人
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対象　18歳以上
日時　7/6～11/30　10:00～15:30（全11回）
場所　高槻森林市民交流センター（原）など
料金　11,000円
問合　農林緑政課／℡674-7404、FAX675-3133
申込　5/1㈰～31㈫に HP 窓 F は 郵 で（基本事項と年齢記入）

樹木伐採の実習や講義など、森林を守るための知識とスキルを習得します

楽しく学んで森を守ろう
市民林業士養成講座

ID  004136 抽選21人

日時　5/21㈯～6/26㈰
　　　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

収蔵品のうち、屏風、刀剣、甲冑、
古曽部焼などを展示します

しろあと歴史館
コレクション展

ID  037145

日時　 5/28㈯～7/10㈰　 
10:00～17:00 
（原則月曜は休館）

場所　あくあぴあ芥川
料金　無料
問合　℡692-5041

市民の皆さんが撮影した自然の風景や
生き物の写真を展示します

高槻の自然・生き物写真展
ID  034249

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＝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

日本剣道形講習会 高校生以上 6/5㈰　14:00～17:30 A 500円

弓道	 当日9:00～9:30に直接、会場へ

夏季講習会 弓道場許可証取得者 6/5㈰　9:30～16:30 A 800円

陸上	 陸上競技連盟／℡688・3434（マエカワ）

高槻小学生陸上教室 小学生 5/7㈯　9:00～10:30 B
入会金3,000円、
月会費1,500円
※体験無料

市ホームページ

施設の個人利用：各施設に個人利用日あり。大人300円、小・中学生150円（陸上競技場は大人200円、小・中学生100円）
※市内在住、通勤・通学の人以外は利用額2倍
総合スポーツセンター／℡677-8200、古曽部防災公園体育館／℡681-0031

ID  037566
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