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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　10:00～11:30　●山手　1㈬　　●富田　22㈬
午後　14:00～15:30　
●高槻センター街ビル（高槻町）　7㈫・28㈫
●郡家　6㈪　　●芝生　15㈬　　●春日　22㈬

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　6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

対象　市内在住の60歳以上
日時　14:00～15:30
料金　無料　　場所　各すこやかテラス
問合　長寿介護課／℡674-7881
芝生　6/1㈬　　富田　6/7㈫　　山手　6/9㈭
春日　6/10㈮　　郡家　6/16㈭

高齢者の体力作りに関する相談や
体力測定を行います

健康サポートひろば
ID  005708 当日先着

対象　未就学児は保護者同伴
日時　6/4㈯・5㈰　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

トンボ、チョウ、バッタのはねの標本や
写真を観察し、色紙で貼り絵を作ります

子どもワークショップ
むしのはね

ID  055951 当日先着各8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　6/3～24、7/1～15の金曜　※雨天中止
安満遺跡公園SAKURA広場周辺　6/7～28、7/5～19の火曜

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6・7月
ID  005710 当日先着

子どもがじぶんで
自分を守るために

ID  038463 申込順各20人

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　6/1㈬・6㈪・15㈬・20㈪、7/4㈪・6㈬・20㈬
●山手　 6/2㈭・13㈪・16㈭・27㈪、7/7㈭・11㈪・21㈭・ 

25㈪
●高槻センター街ビル（高槻町）
　6/2㈭・7㈫・9㈭・14㈫・16㈭・21㈫・23㈭・28㈫、
　7/5㈫・7㈭・12㈫・14㈭・19㈫・21㈭・26㈫・28㈭
●芝生　6/8㈬・22㈬、7/13㈬・27㈬
●郡家　6/9㈭・23㈭、7/14㈭・28㈭

午後　14:10～、15:10～（各30分）
●春日　 6/1㈬・3㈮・14㈫・17㈮・28㈫、7/1㈮・6㈬・

12㈫・15㈮・26㈫
●富田　6/2㈭、7/7㈭
●芝生　6/2㈭・9㈭・16㈭、7/7㈭・14㈭・21㈭
●郡家　6/14㈫・15㈬・24㈮、7/12㈫・20㈬・22㈮
●山手　6/21㈫、7/19㈫

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

元気体操クラス
6・7月

ID  005707 当日先着

対象　子どもに関わる18歳以上
日時　10:00～11:30　　料金　無料
問合　CAPみしま・大阪／℡090-4907-6017（ヤマネ）
申込　6/3㈮から で
富田ふれあい文化センター　●小学生版「いじめ」6/4㈯
●幼児版「誘拐」6/18㈯　　●ティーンズ版「いじめ」7/2㈯
クロスパル高槻　●小学生版「性被害」7/9㈯
●幼児版「性被害」7/16㈯　　●ティーンズ版「体罰」7/30㈯
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日時　�6/12㈰　�
9:15～14:30

場所　高槻現代劇場和室
料金　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 �045845 当日先着100人

日時　�6/4㈯・11㈯　�
10:15～12:00

場所　今城塚古代歴史館
料金　300円または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 �059148 当日先着各15人

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 �058678 申込順20人

日時　6/5㈰　14:30～19:00
場所　クロスパル高槻
料金　無料
問合　関西大学法律相談所／℡080-6125-7853�

（16:30～19:00）
申込　6/3㈮から で

対象　市内在住の60歳以上
料金　無料　　申込　6/3㈮から 窓 で
富田　℡694-7212　6/17㈮　� 13:30～14:30
郡家　℡685-0479　6/22㈬　� 13:30～14:30
春日　℡671-7872　6/15㈬　� 13:30～14:30
山手　℡685-4656　6/9㈭、7/14㈭　10:30～11:30
芝生　℡678-6620　6/24㈮　� 13:30～14:30

弁護士などの監修のもと、法律を学ぶ学生が
無料相談を実施します

関西大学法律相談所
無料法律相談

ID �059072 申込順12組

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 �058678 申込順各10人

対象　小学3年生以下は保護者同伴
日時　�6/11㈯・26㈰　�

9:45～12:00
場所　あくあぴあ芥川
料金　無料
問合　℡692-5041

芥川に生息するハグロトンボを調査。
生息地図を作ります

ハグロトンボ
しらべ隊調査会

ID �055915 当日先着各40人

日時　6/11㈯　10:00～12:00
場所　総合センター14階会議室　　料金　無料
問合　府社会福祉協議会／℡06-6764-7760、�

FAX06-6764-7811、〒542-0065大阪市中央区中寺
1-1-54大阪社会福祉指導センター

申込　6/3㈮～9㈭に HP または申込書を F 郵 で

成年後見制度の解説や市民後見人の
活動報告などを行います

市民後見人養成講座
オリエンテーション

ID �058298 申込順50人

日時　6/12㈰　9:30～15:00
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）

ハナショウブやアジサイなど、
初夏の花が楽しめます。約13㎞中級向き

市民ハイキング
枚方山田池公園コース

ID �056104 当日先着100人

対象　小学生以上（小学生は保護者同伴）
日時　6/12㈰　13:30～15:30
場所　あくあぴあ芥川
料金　無料
問合　℡692-5041
申込　6/3㈮9:00から で

100均グッズで始める
自然観察

ID �056304 申込順20人

昆虫の研究者・奥山清市さんが100円均一
グッズを使った調査の方法を教えます

日時　6/12㈰　�
13:30～15:30

場所　高槻現代劇場中ホール
料金　無料
問合　たかつきマンドリン倶楽部�

℡090-6734-0705（オクムラ）

マンドリンオーケストラの美しい響きを
お楽しみください

たかつきマンドリン倶楽部
定期演奏会

ID �029451 当日先着600人

対象　小学生以上
日時　�6/13㈪　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　随時 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
ショートテニス

ID �029487 申込順20人

対象　中学生以上
日時　6/18㈯　10:00～12:00
場所　如是公民館
料金　無料
問合　℡693-1866
申込　6/3㈮～13㈪に HP 窓 で

粋に涼しく着る
ゆかた着付け入門
浴衣の着付けを習って、夏を涼しく楽しみましょう

ID �056072 抽選20人

日時　6/18㈯　13:30～16:00
場所　高槻現代劇場大ホール
料金　無料
問合　高槻北高等学校吹奏楽部�

℡683-8739（サカグチ）

対象　市内在住の60～74歳
日時　6～9月　午後（全4回）
場所　郡家・芝生すこやかテラス
料金　無料
問合　長寿介護課／℡674-7881
申込　6/6㈪から HP 窓 で

高槻北高等学校吹奏楽部
定期演奏会

ID �029445 当日先着1,500人

もてきん体操で
体力向上計画

ID �059213 申込順各15人

生徒たちのエネルギッシュな演奏を
お楽しみください

体力向上目指し、もてきん体操に3カ月間
取り組みます。体力測定あり

対象　小学生以上（小学生は保護者同伴）
日時　6/19㈰　9:45～15:00
場所　萩谷・摂津峡方面
料金　無料
問合　あくあぴあ芥川／℡692-5041
申込　6/3㈮9:00から で

大阪市立自然史博物館学芸員の和田岳さんと
モリアオガエルを探します

自然観察会
高槻のカエル探し

ID �055997 申込順20人

日時　6/19㈰・26㈰　10:15～12:00
場所　今城塚古代歴史館
料金　300円
問合　℡682-0820
申込　6/7㈫までに HP で

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 �059146 抽選各15人

日時　6/21㈫　13:30～15:30
場所　障がい者福祉センター
料金　無料
問合　℡672-0267、FAX661-3508
申込　6/3㈮～17㈮に HP 窓 F で（基本事項と参加人数

記入）　※音声ガイド・字幕あり

熱血男・ネッロと精神病院の元患者たちが
事業立ち上げに奮闘する物語

福祉講演会
映画「人生、ここにあり！」

ID �058027 申込順20人

(C)�2008�RIZZO
LI�FILM

日時　6/23㈭　�
10:00～12:00

場所　今城塚公民館
料金　無料
問合　℡683-3331
申込　6/3㈮～16㈭に HP 窓 で

一緒にごみを
減らしてみませんか？

ID �038466 抽選40人

ごみの減量・リサイクル促進について
学びます

対象　市内在住の60歳以上
料金　無料　　申込　6/3㈮から 窓 で
富田　℡694-7212　6/28㈫　13:00～15:00
郡家　℡685-0479　6/24㈮　10:00～12:00
春日　℡671-7872　6/24㈮　13:00～15:00
山手　℡685-4656　7/7㈭� 13:00～15:00
芝生　℡678-6620　7/14㈭　13:00～15:00

対象　市内在住の人
日時　6/12㈰・26㈰　12:30～15:00
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　無料
問合　℡690-2508

学生たちの迫力あるアイスホッケーの試合観戦をお楽しみください。

関西大学たかつきアイスアリーナ　
市民開放デイ

ID �059082 当日先着各100人
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広告内容に関する一切の責任は広告主に帰属します。掲載の申し込みは(株)ウィット（℡072-668-3275）へ

広告

広 告 掲 載 欄

かぐや姫や一寸法師などおなじみのお話から
人権を学びます

歴史って面白い
お伽草子から人権を

ID  043369 抽選30人

日時　6/30㈭　10:00～12:00
場所　五領公民館
料金　無料
問合　℡669-6169、FAX669-6165
申込　6/3㈮～10㈮に HP 窓 F で 

（基本事項と年代、性別、保育の有無記入） 
※保育・手話通訳あり

楽笑さんとヨーコさんと一緒に
楽しく楽器と手話にふれましょう

心もからだもいやされる
楽器と手話落語

ID  040265 抽選30人

対象　市内在住の60歳以上
日時　6/28㈫　14:00～15:30
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　6/6㈪から HP 窓 で

日時　6/30㈭　10:00～12:00
場所　日吉台公民館
料金　無料
問合　℡688-6636
申込　6/3㈮～13㈪に HP 窓 で

友人やグループ仲間に伝えて欲しい運動の
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  065168 申込順12人

睡眠健康指導士・佐藤太さんが健康に過ごす
ための眠り方について教えます

健康寿命を延ばす
睡眠講座

ID  037479 抽選30人

日時　6/25㈯　14:00～15:15
場所　高槻現代劇場402号室
料金　2,500円、2歳～中学生1,000円
問合　三島子ども文化ステーション／℡685-2224 

（平日10:00～17:00、清福寺町公民館内）
申込　随時 窓 で

対象　市内在住の60歳以上
日時　6/30～9/15　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　6/6㈪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  065164 申込順12人

日時　6/30㈭　10:00～12:00
場所　富田公民館
料金　無料
問合　℡693-1671
申込　6/3㈮～17㈮に HP 窓 で 

※保育あり

自閉症の青年と周囲の人々が織りなす
心温まるヒューマンドラマ

映画「ぼくはうみが
みたくなりました」

ID  048960 抽選30人

対象　女性
日時　7/1㈮・8㈮・15㈮　10:00～12:00（全3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　6/3㈮から HP 窓 で
　　　※保育あり

キャリアコンサルタント・植田香代子さんから
女性が起業するためのノウハウを学びます

「好き」を仕事に
女性のためのプチ起業セミナー

ID  058767 申込順18人

ひまわり会絵画展
　6/3㈮～8㈬
フォトさんぽ写真展
　6/10㈮～15㈬
写団銀鈴写真展
　6/24㈮～29㈬

エミル高槻2階

展示館けやき

淀川サークル作品展
　6/7㈫～20㈪
市美術家協会作品展
　6/21㈫～7/4㈪

JR高槻駅南側地下通路

えきちかギャラリー

サンドブラスト同好会作品展
　6/9㈭～22㈬
ゆうあいセンター 
創作文化教室作品展
　6/23㈭～7/6㈬

総合センター1階ロビー

桃園ギャラリー

2022高槻光影社国際交流写真展
　6/9㈭～14㈫

生涯学習センター1階

展示ホール

とが逸平水彩教室J2教室展　楽祭
　6/2㈭～7㈫
高槻墨心会　水墨画展
　6/9㈭～14㈫
写壇高槻作品展
　6/16㈭～21㈫
水彩画　ガッセ展
　6/23㈭～28㈫
彩風水彩画展
　6/30㈭～7/5㈫

ギャラリーはなみずき
クロスパル高槻7階

日時　6/25㈯　10:00～13:00
場所　南大冠公民館
料金　500円
問合　℡673-1477
申込　6/6㈪～13㈪に HP 窓 で

家で手軽にできるベーグルパンの作り方を
学びます

休日は
おうちでブランチ

ID  046759 抽選16人

対象　小学生以上
日時　6/25㈯　10:00～12:00
場所　真上公民館
料金　無料
問合　℡・FAX683-2509
申込　6/3㈮～10㈮に HP 窓 F で（基本事項と年代記入）

虐待が原因で声を失った少女が生きる力を
取り戻す物語

アニメ映画「ハッピーバース
デー命輝く瞬間（とき）!」

ID  048523 抽選45人

日時　6/25㈯　10:00～12:00
場所　富田ふれあい文化センター
料金　無料
問合　℡694-5451、FAX694-5453
申込　6/3㈮～16㈭に 窓 F で（基本事項記入） 

※手話通訳あり（要申込）

日時　6/26㈰　11:00～12:00
場所　磐手公民館
料金　無料
問合　℡685-2110
申込　6/3㈮～9㈭に HP 窓 で

子どもや高齢者、障がいのある人も
みんなで支え合うことの大切さを学びます

人権バラエティ
いつもこころに逢い・ラブ・遊

ID  058637 申込順50人

たくさんの古楽器や空想楽器が登場。
大人も子どもも楽しめます

ロバの音楽座　
ココロよろこぶオンガッカイ

申込順200人

民謡ゆりの会がみんなが知っている歌を
三味線で演奏します

三味線が奏でる
あの歌この歌

ID  047429 抽選30人

日時　6/26㈰　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　6/28㈫　10:00～12:00
場所　如是公民館
料金　無料
問合　℡・FAX693-1866
申込　6/3㈮～10㈮に HP 窓 で 

※手話通訳あり

日時　6/28㈫　14:00～16:00
場所　北清水公民館
料金　無料
問合　℡・FAX687-3190
申込　6/3㈮～17㈮に HP 窓 F で 

（基本事項と年代、保育の有無記入） 
※保育・手話通訳あり

一人一人が命の大切さ、人権を尊重することに
ついて学びます

人権講演会
いのちの輝き

ID  043024 抽選30人

たかつきDAYS　2022.6 | 3534 | たかつきDAYS　2022.6



掲載の申し込みは(株)ウィット（☎072・668・3275）へ

広告

広 告 掲 載 欄

 

 

対象　タブレット初心者
日時　7/13㈬・28㈭　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　6/3㈮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  058496 申込順各10人

対象　中学卒業以上で入門コース修了者または、同程度の能
力がある人

日時　7/6～来年1/18　10:00～12:00（全25回）
場所　障がい者福祉センター
料金　無料（別途テキスト代必要）
問合　℡672-0267、FAX661-3508
申込　6/3㈮～17㈮に HP 往 で 

（基本事項と年齢、入門コース終了場所・年度記入）

日時　第1・3火曜　13:00～15:00
場所　竹の内コミュニティセンター
料金　入会金1,000円、受講料2,000円／月 

（別途材料費必要）
問合　℡661-1263
申込　6/3㈮から 窓 で

対象　①2歳6カ月から②2歳まで 
と保護者

日時　第2・4火曜　 
①9:30～10:30②11:00～12:00

場所　堤コミュニティセンター
料金　年会費1,000円、受講料1,000円／月
問合　℡674-8210
申込　6/3㈮から 窓 で

府手話通訳者養成講座受講に向けての
基礎が学べます

手話講習会基礎コース
（昼の部）

ID  056185 抽選15人

菅原文恵さんが基礎から教えます。
体験あり

初心者パッチワーク教室
ID  058032 申込順10人

親子で体操、音楽、知育あそびを楽しみます
親子リトミック講座
ID  059167 申込順各20組

創作・文化を学ぶ教室を開催します
障がい者向け教室
ID  056323 選考各6人

対象　パソコン初心者
日時　7/5㈫・6㈬　13:00～16:00（全2回）
　　　7/21㈭・22㈮　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　6/3㈮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  058499 申込順各12人 抽選各20人

日時　7/8㈮　14:00～16:00
場所　富田公民館
料金　無料
問合　℡693-1671
申込　6/13㈪～24㈮に HP 窓 で

スマホの基本操作やインターネット、
アプリの活用について学びます

シニアのための
はじめてのスマホ

ID  048533 申込順20人

日時　7/12㈫　10:15～12:00
場所　市民プール　　料金　無料
問合　市障害児者団体連絡協議会 

℡672-0672、FAX661-4714
申込　6/3㈮～30㈭に F で
　　　（基本事項と年齢記入）

対象　小学①1～3年生②4～6年生
日時　①9:30～10:30②10:45～11:45
場所　生涯学習センター3階会議室ほか
料金　2,500円
問合　 ℡674-7700、FAX674-7704
申込　6/10㈮までに HP 窓 F は で（基本事項記入）
詩をつくろう　7/29㈮、8/1㈪・2㈫・4㈭
発表会　8/22㈪

日時　7/18㈷　13:30～15:00
場所　高槻現代劇場中ホール
料金　2,900円（当日3,000円）
問合　℡671-9999（10:00～17:00）
申込　6/3㈮から HP 窓 で

障がい種別を超えて、水とふれあい、
水中ウォーキングなどを楽しみます

ふれあいプール
レクリエーション

ID  059188 申込順100人

詩人・野呂昶さんから作詩を学びます。
できた作品を詩集に仕上げます

こども創作講座
夏休みに詩をつくろう

能や和太鼓を体験しよう
こども広場

申込順

人気の絵本を人形劇で楽しもう

人形劇団クラルテ
ペンギンたんけんたい

対象　中学生以上
日時　7/22㈮　9:30～12:30
場所　北消防署磐手分署
料金　無料
問合　北消防署／℡687-0119
申込　6/22㈬～7/15㈮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など

応急手当講習会
普通救命講習Ⅰ

ID  056197 申込順30人

日時　7/3㈰　14:00～16:00
場所　高槻商工会議所（大手町）
料金　無料
問合　℡675-0484、FAX675-3466
申込　6/3㈮から F で（基本事項記入）

創業の基礎知識、ビジネスアイデア、
創業支援施策の紹介など

創業スタートアップ
セミナー

ID  059448 申込順40人

対象　小学生
場所　高槻現代劇場 

レセプションルーム
料金　無料
問合　℡671-9999（10:00～17:00）
申込　6/18㈯から HP で（和太鼓は6/28㈫まで）
能楽体験　8/11㈷　10:30～、13:00～
（各60分、申込順各50人）
和太鼓体験　8/20㈯　10:30～、13:00～
（各60分、抽選各30人）

ID  063566

「将棋のまち 高槻」として、
市民の皆さんにより身近に
将棋を親しんでもらうため、
今号から詰将棋のコーナー
を始めます。棋士からの出題
に挑戦してみましょう。

はじめに
　将棋は、相手の玉を早くつかまえたほうが勝ちのゲームです。詰
将棋は、玉をつかまえる（＝詰ます）手順を考えるゲームで、一人で取
り組めるうえ、たくさん問題を解くことで「先の展開を正しく考える
力」が身につき、将棋の実力アップにもつながるといわれています。

ルール
1. 自分（攻方）は最短手順で、つねに連続で相手（玉方）

に王手をかける
2. 自分の持駒は全て使い切る
3. 相手は盤面に出ている駒以外の全ての駒を持っている
4. 相手は詰まされないための最長手順で逃げる
5. 相手は無駄な合駒（間に駒を打って守ること）をしない
6. 以上のルール以外は、駒の動かし方や一手交代で指すこ

となど、普通の将棋と同じ

今月のお題　　3手詰

一

9 12345678

二

三

四

五

六

七

八

九

持駒

自
分

先
手

金

角

歩

銀

飛

桂玉

飛

出題棋士　　桐山清澄九段
答えは、54ページ

日時　7/3㈰　11:00～17:00
場所　安満遺跡公園東エリア
料金　入場無料
問合　高槻青年会議所 

℡675-9374

大阪・関西万博に関連したブース出展、
有名アーティストによる音楽ステージなど

日本青年会議所
JCI EXPO 2022

ID  058966 当日直接

日時　7/31㈰　11:00～16:00
場所　生涯学習センター2階多目的ホール
料金　無料
問合　N.S.B 

℡676-0883（マツモト）

Trio You  
ハートフルコンサート
オカリナ、チェロ、ピアノの三重奏を
お楽しみください

ID  045628 当日先着300人

第1回

対象　原則在宅で、18～64歳の通所
可能な人

場所　障がい者福祉センター　　料金　利用料など
問合　℡672-0267、FAX661-3508
申込　6/3㈮～9㈭に HP 窓 F で（基本事項と生年月日、

障がいの種類と等級記入）
陶芸　7/4～9/26　10:00～12:00＝知的障がい者、13:00
～15:00＝身体・精神障がい者、難病の人（全各10回）
絵画　7/19～9/6　10:00～12:00＝知的障がい者（全7回）
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合気道	 当日直接、会場へ

教室 小学生以上

7/2～9/25の土曜　10:00～11:30（7/23、8/27、9/24除く） A

1,000円/回7/2～9/25の日曜　19:00～20:30（7/24、8/21除く） A
7/2～9/25の土曜　13:30～16:30

（7/2・23、8/6、9/3・10除く） B

空手道	 当日直接、会場へ
体験教室 5歳以上 7/3～9/25の日曜　9:00～12:00（7/10、8/7、9/11除く） C 無料
剣道	 当日直接、会場へ

小・中学生教室 小・中学生 7/4～9/26の月曜　18:00～20:30（7/18、8月全て、9/19除く） B 無料7/9、8/27、9/10・24の土曜　18:00～19:00 B
女性教室 女性 7/7～9/22の木曜　9:30～12:00（7/28、8/11除く） A 200円/回
一般教室 高校生以上 7/9・23、8/27、9/10・24の土曜　19:00～20:30 B 500円/回
柔道	 当日直接、会場へ

教室
小学生 7/1～9/30の水曜・金曜　18:30～19:30（8/10・12除く） A

入会金2,000円、
月会費3,000円、
保険料
中学生以下1,000円/年、
高校生以上2,000円/年

中学生以上 7/1～9/30の水曜・金曜　19:30～20:30（8/10・12除く） A

少林寺拳法	 当日直接、会場へ

体験教室 小学生以上 7/31㈰　13:00～14:30 B 無料8/21㈰、9/4㈰　13:00～14:30 A
スポーツ少年団（少林寺拳法）　　　　　当日直接、会場へ
教室 小学生以上 7/24㈰、8/21㈰、9/25㈰　9:00～12:00 A 無料
ソフトテニス	 当日直接、会場へ
講習会 高校生以上の経験者 7/2㈯、9/3㈯・17㈯　12:00～15:00

D

200円/回

女性講習会 18～50歳の経験者
（高校生不可） 9/8㈭　10:00～12:00 200円/回

教室 18歳以上の初心者 7/4㈪、8/31㈬、9/21㈬　10:00～15:00 800円/回
卓球	 6/20㈪～22㈬10:00～20:00に同連盟／℡693-2214（マツウラ）

教室 小学4年生以上の初心者 6/25㈯　13:00～17:00 A 500円
小学4年生～高校生300円

テニス	 申込期限6/11㈯　　　　　☆詳しくは募集要項参照
ジュニア教室月曜

5歳～小学生
7/1～9/30　16:00～17:00、17:00～18:00（各全8回）

E

各8,000円
ジュニア教室水曜 7/1～9/30　16:00～17:00、17:00～18:00（各全10回） 各10,000円
ジュニア教室金曜 7/1～9/30　16:00～17:00、17:00～18:00（各全10回） 各10,000円
ジュニア教室土曜 小学5年生～中学生 7/1～9/30　16:00～18:00（全10回） 20,000円
トランポリン	 申込期限6/15㈬　　　　　☆詳しくは募集要項参照
親子体験教室 4歳以上の親子 7/17㈰　9:30～10:30、10:45～11:45 A 500円
日本拳法	 当日直接、会場へ
教室 小学生以上 7/2～9/29の木・土曜　19:00～21:00（8/6・11・13除く） A 月会費2,500円
ペタンク	 当日12:40～12:45に直接、会場へ

教室 中学生以上 7/1～9/30の月・水・金曜　13:00～15:30（祝日・雨天休み） F 年会費1,000円
※体験無料

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

1日体験教室 3歳以上 7/3～9/25の日曜　9:00～12:00（7/31、8/21除く） G
ほか 無料

陸上	 陸上競技連盟／℡688-3434（マエカワ）

高槻陸上教室
（JAC） 小・中学生 6/4㈯・11㈯　9:00～10:30 H

入会金3,000円、
月会費小学生1,500円、
中学生2,500円
※体験無料

レスリング	 当日直接、会場へ

教室 3歳～中学生
7/2～9/24の土曜（8/13除く）、8/3㈬　19:00～21:00 A 入会金3,000円、

月会費2,500円
※別途保険料必要。体験無料7/6、9/7の水曜　19:00～21:00 B

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／℡681-0031ID  037566

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＝古曽部防災公園体育館、C＝堤運動広場体育館、D＝郡家テニスコート、

E＝総合スポーツセンターテニスコート、F＝史跡嶋上郡衙跡西仮設広場（郡家新町）、G＝
庄所運動広場、H＝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）

市ホームページ
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