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ID   検索で
  もっと詳しく！

イベントをカテゴリーごとに色分け！
たのしむ  まなぶ  みる・きく  うごく  つくる  相談する

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

日時　7/5㈫　13:30～
※なくなり次第終了

場所　JR高槻駅周辺
料金　無料
問合　農林緑政課／℡674-7404

　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。

色分けして各カテゴリーにイベント情報が分かれています。

日時　7/23、8/13・27、9/10・
　　　24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）

日時　7/17㈰　�
11:00～16:00

場所　高槻現代劇場大ホールなど
料金　入場無料
問合　市社会福祉協議会�

℡674-7496

日時　8/9㈫　
　　　13:00～、14:00～（各45分）
場所　障がい者福祉センター　　料金　無料
問合　℡672-0267、FAX661-3508
申込　7/4㈪～22㈮に HP 窓 F で
　　　（基本事項と参加人数記入）
　　　※手話通訳あり

日時　7/14㈭　10:00～12:00
場所　南大冠公民館
料金　無料
問合　℡・FAX673-1477
申込　7/4㈪～11㈪に HP 窓 F で（基本事項と年代、

性別、保育の有無記入）　※保育あり

対象　15歳以上の引きこもりの人、
家族など

日時　7/16㈯、8/20㈯、9/17㈯　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

対象　高校生以上
日時　7/21～8/18
　　　13:30～（全5回）
場所　如是公民館　　料金　無料
問合　市赤十字奉仕団事務局／℡674-7163
申込　7/4㈪～11㈪に で

日時　7/23㈯　10:00～12:00
場所　三箇牧公民館
料金　無料
問合　℡677-0965
申込　7/4㈪～11㈪に HP 窓 で

日時　7/17㈰　9:30～15:00
場所　JR島本駅前広場集合
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）

日時　7/9㈯　9:00～11:00
※なくなり次第終了

場所　安満遺跡公園屋根付き広場
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）

日時　7/23～8/28の土・日曜　
10:00～16:00

場所　今城塚古代歴史館
料金　無料
問合　℡682-0820

今城塚古代歴史館と今城塚古墳公園を回っ
て、はにわのスタンプを集めよう

今城塚古代歴史館
スタンプラリー

ID �064164

里山保全のために行う竹林整備で伐採した竹
の笹を無料配布します

七夕の笹を無料配布
ID �063956 先着500人 当日直接

長年教師として子どもを見つめてきた
藤澤善富さんから学びます

愛着に問題を抱えた
子どもの事例と接し方

ID �059984

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

高齢者の健康と安全や日常生活における介
護の知識・技術が学べます

ひきこもりを共に考える
交流学習会

赤十字健康生活支援講習
支援員養成講習

ID �029243 当日先着20人

申込順30人

関西大学社会安全学部教授・奥村与志弘さん
から防災・減災を学びます

なぜ水害による犠牲は
繰り返されるのか

ID �060235 抽選30人抽選25人

アジサイを楽しもう。約11㎞一般向き

市民ハイキング
若山神社～長岡公園コース

ID �064120 当日先着100人

地元産の旬の夏野菜、花などを販売

夏の農産物
即売会

対象　市内在住の人
日時　7/9㈯　10:00～11:30
場所　高槻現代劇場中ホール
料金　無料
問合　資源循環推進課／℡669-1886

ハウスクリーニング会社・山崎由香さんから
ごみの減量について学びます

ごみの減量・資源化講演会
ID �063892 当日先着500人

ID �031256 当日直接

地元産農産物を生産している農家が集まり、
新鮮な野菜や花などを販売

パネル展示やクイズラリーなど。
楽しい催しが盛りだくさん

手話うたや点字カード作成、工作など。
夏の思い出を一緒に作りましょう

今城塚古代歴史館前朝市

社協まつり

夏のふれあいデー
手話・点字体験

ID �063227

ID �064348 申込順各20人

対象　市内在住の60歳以上
料金　無料
申込　7/4㈪から 窓 で
富田　℡694-7212　7/15㈮　13:30～14:30
郡家　℡685-0479　7/27㈬　13:30～14:30
春日　℡671-7872　7/20㈬　13:30～14:30
芝生　℡678-6620　7/22㈮　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 �063540 申込順各10人

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
富田　7/5㈫　　芝生　7/6㈬　　春日　7/8㈮�
山手　7/14㈭　　郡家　7/21㈭

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

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
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　6㈬　　●富田　27㈬
午後　14:00～15:30
●郡家　4㈪　　●高槻センター街ビル（高槻町）　5㈫・26㈫
●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　7月

ID �005709 当日先着

対象　市内在住の60歳以上
日時　7/20～9/28　14:00～15:30（全5回）
場所　市消防本部
料金　無料
問合　長寿介護課／℡674-7881
申込　7/4㈪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 �063966 申込順15人

当日直接

対象　18歳以上（小学生以上の子ど
も同伴可）

日時　7/23㈯　10:00～12:00
場所　芥川緑地前の芥川
料金　無料
問合　あくあぴあ芥川／℡692-5041
申込　7/3㈰9:00から で

タモ網の扱い方など上手く魚取りできるポイ
ントを専門家が教えます

おとなのための
魚とり講座

ID �063546 申込順20人

当日直接
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場所　生涯学習センター
料金　無料
問合　市人権まちづくり協会／℡647-7825、FAX647-7233
資料展示
日時　8/4㈭・5㈮　9:00～17:00

申込順各300人
映画会「 この世界の（さらにいくつもの）

片隅に」
日時　8/4㈭　9:30～、13:30～
　　　（各約170分）
　　　※保育あり。字幕あり
申込　7/4㈪～22㈮に 窓 F メ で
　　　（基本事項記入）

申込順300人
音楽祭「愛・いのち・平和」
日時　8/5㈮　13:00～16:00　
　　　※手話・要約筆記あり
申込　7/4㈪～22㈮に 窓 F メ で
　　　（基本事項記入）

対象　パソコン初心者
日時　8/2㈫・3㈬　13:00～16:00（全2回）
　　　8/24㈬・25㈭　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　7/4㈪から 窓 で

対象　タブレット初心者
日時　8/4㈭・30㈫　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　7/4㈪から 窓 で

対象　中学生以上
日時　8/27㈯　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　7/27㈬～8/20㈯に HP 窓 で最寄りの消防署へ

日時　7/27㈬　10:00～12:00
場所　真上公民館
料金　無料
問合　℡683-2509
申込　7/4㈪～11㈪に HP 窓 で

日時　7/30㈯　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

日時　7/30㈯　13:30～15:00
場所　大阪医科薬科大学（大学町）
料金　無料
問合　℡683-1221

対象　18歳以上
日時　7/26㈫　18:30～20:30
場所　クロスパル高槻
料金　無料
問合　富田青少年交流センター／℡694-5454
申込　7/4㈪から HP 窓 で

原爆の恐ろしさや戦争の悲惨さ、
平和の尊さを伝える展示などを実施します

平和展
ID �064352

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 �063783 申込順30人

大阪市立自然史博物館・石田惣さんの話を聞
いて外来種について考えます

オオクビキレガイを
知っていますか？

ID �063535 抽選40人

医師・能田貞治さんが大腸がんの成り立ちや
検診の意義などについて講演します

第一東和会病院公開講座
大腸がんから身を守ろう

ID �064369 当日先着150人

近年の動向や手術前に知っておきたいことなどを
医師、薬剤師、看護師が講演します

大阪医科薬科大学公開講座
乳房再建術

ID �063934 当日先着100人

斎藤真緒さんからヤングケアラーの現状を聴いて
支援について考えます

家族の世話や介護を担う
若者を考える

ID �063517 申込順30人

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

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
はじめてのパソコン講座

情報格差解消
はじめてのタブレット講座

ID �064170

ID �064167

申込順各12人

申込順各10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の詰
将棋のコーナー。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

歩

馬 飛

桂玉

飛

出題棋士　浦野真彦八段
答えは、50ページ

第2回

将棋のまち高槻

ヒント
最後は飛車と馬が協力

対象　中学生以上
日時　①8/23㈫②31㈬　14:30～、

19:00～（各約2時間）
　　　③9/19㈷　13:00～
場所　①②高槻現代劇場展示室
　　　③湊川神社神能殿（神戸市中央区）
料金　①②③＝5,800円、①②＝2,300円
問合　高槻現代劇場
　　　℡671-9999（10:00～17:00）
申込　8/21㈰までに HP で

講座と公演鑑賞で能の楽しさを体験しよう
謡と鼓の短期体験教室
申込順各30人

対象　市内在住の60歳以上
日時　7/28㈭　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　7/4㈪から HP 窓 で

友人やグループ仲間に伝えてほしい「歯周病
ケア」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 �063965 申込順15人

対象　市内在住の60歳以上
料金　無料
申込　7/4㈪から 窓 で
富田　℡694-7212　7/26㈫　13:00～15:00
郡家　℡685-0479　7/22㈮　10:00～12:00
山手　℡685-4656　8/4㈭　��13:00～15:00

スマホの基本操作やカメラの使い方など

すこやかテラス
はじめてのスマホ体験講座

ID �063540 申込順各20人

対象　不登校児童・生徒、保護者など
日時　7/23㈯、9/24㈯　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

対象　不登校児童・生徒、保護者など
日時　7/23㈯、9/24㈯　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

日時　7/26㈫　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　7/4㈪～15㈮に 窓 F で（基本事項記入）
　　　※手話通訳あり（要申込）

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

終活やお墓の話を聞き、自分の将来を見つめ
なおします

人権講座
人生を振り返る

ID �064161 申込順50人

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

当日先着各20人

日時　7/18㈷　16:00～18:00
場所　高槻現代劇場大ホール
料金　無料
問合　阿武山音楽会
　　　℡090-9985-3608（アラカワ）

20回目を記念し、過去の音楽祭で演奏した
名曲の数々を演奏します

阿武山音楽祭
ID �063587 当日先着1,500人

24 | たかつきDAYS　2022.7 たかつきDAYS　2022.7 | 25



市ホームページ

つ
く
る

相
談
す
る

う
ご
く

日時　7/22㈮　10:00～13:00
場所　春日ふれあい文化センター
料金　800円
問合　℡671-9604、FAX671-9605
申込　7/4㈪～11㈪に 窓 F で（基本事項とFAX番号記入）�

※手話通訳あり

対象　小学生以上
日時　7/18㈷　19:00～20:30
場所　古曽部防災公園体育館
料金　無料
問合　℡681-0031、FAX681-0260
申込　7/17㈰までに 窓 F で（基本事項と年齢記入）

日時　7/13㈬、8/3㈬、9/14㈬�
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

対象　小学生以上
日時　7/15㈮　19:00～20:30
場所　総合スポーツセンター
料金　無料
問合　文化スポーツ振興課／℡674-7649、FAX674-8836
申込　7/4㈪～13㈬に HP F は で
　　　（参加者全員の基本事項と年齢記入）

デカスポテニスとスリータッチビーチボール
などを楽しめます

ニュースポーツ教室
ID �064326 申込順30人

日時　①7/17㈰・24㈰�
②8/7㈰・14㈰�
10:15～12:00

場所　今城塚古代歴史館　　料金　300円
問合　℡682-0820
申込　①7/7㈭②21㈭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 �064071 抽選各15人

タイ料理を通じて多文化共生や
異文化理解を深めます

料理を通じて
タイを知ろう

ID �067558 抽選10人

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
ふうせんバレー

ID �029487 申込順20人

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

しまもと洋画同好会展
　7/1㈮～6㈬
仏像彫刻展・想観一門展
　7/22㈮～27㈬

エミル高槻2階

展示館けやき

高槻五行歌会作品展
　7/5㈫～18㈷
辰砂紫作品展
　7/19㈫～8/1㈪
仏尚美術会 
高槻仏画教室作品展
　7/19㈫～8/1㈪

JR高槻駅南側地下通路

えきちかギャラリー

都てまりの会作品展
　7/7㈭～20㈬
水墨画「彩」同好会 
日曜日組作品展
　7/21㈭～8/3㈬

総合センター1階ロビー

桃園ギャラリー

写真教室　写友「絆」写真展
　7/14㈭～19㈫

ギャラリーはなみずき
クロスパル高槻7階

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

サッカー 当日直接、会場へ

キッズ教室 5歳～小学2年生 7/6～9/28の水曜　15:00～17:00
（7/27、8/3・17・24除く） A 200円/回

放課後教室 小学3～6年生 7/6～9/28の水曜　15:00～18:00
（7/27、8/3・17・24除く） A 300円/回

シニア教室 おおむね60歳以上 7/8～9/30の金曜　15:00～18:00
（7/29、8/5・12、9/2・23除く） A 200円/回

ゴールキーパー
育成指導 小学3・4年生 7/13㈬、8/10㈬、9/14㈬

18:00～19:30 B 500円/回

ゴールキーパー
育成指導 小学5・6年生 7/13㈬、8/10㈬、9/14㈬

19:20～20:50 B 500円/回

卓球 8/1㈪～3㈬10:00～20:00に同連盟／℡090-3280-6725（タキイ）

教室 小学4年生以上 8/6㈯　13:00～17:00 C 500円、
17歳以下300円

トランポリン 申込期限7/8㈮　　　☆詳しくは募集要項参照

一日体験教室 4歳～小学生 8/21㈰　9:30～10:30、
10:45～11:45 C 各500円

陸上 陸上競技連盟／℡688-3434（マエカワ）

高槻陸上教室
（高槻JAC） 小･中学生 7/9㈯･16㈯、8/6㈯　9:00～10:30 D

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

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

市内の府立高校体育施設：�10～12月のグラウンドとテニスコートの抽選申し込みを7/22㈮まで受け付け（8・9月は開放日なし）�
文化スポーツ振興課／℡674-7649

ID �063643

日時　7/9㈯～8/28㈰
　　　10:00～17:00
　　　（原則月曜は休館。入館は16:30まで）
場所　今城塚古代歴史館
料金　無料
問合　℡682-0820

市内から出土した埴輪とそのレプリカから
埴輪の作り方を学べる展示をします

夏季企画展
はにわの作り方

ID �064045

日時　7/20㈬　14:00～15:15
場所　阿武山公民館
料金　無料
問合　℡693-9333

小池真理子著「短編セレクション4　ミステ
リー編」より「妻の女友達」

阿武山図書館朗読会
ID �060004 当日先着20人

日時　7/28㈭、8/25㈭、9/22㈭　
13:30～14:30

場所　小寺池図書館
料金　無料
問合　℡696-2880

日時　8/3㈬��10:00～12:00
場所　真上公民館
料金　無料
問合　℡683-2509
申込　7/4㈪～11㈪に HP 窓 で

日時　7/9㈯～8/28㈰
　　　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

日時　7/23㈯～8/20㈯
　　　10:00～17:00
　　　（�8/20は13:00まで。原則月曜は休館。
　　　　入館は16:30まで）
場所　今城塚古代歴史館
料金　無料
問合　℡682-0820

てんぐや鬼、きつねやひょっとこなど各地の
お面を一堂に展示します

企画展
郷土玩具　百面相

ID �059487

5月に開催したハニワづくりとスケッチ・ぬ
り絵大会の作品を展示します

ハニワづくり大会
作品展

ID �064173

佐野洋著「喝！四十二歳」より
「三倍の歳」ほか

孤高の人、加賀大介と支える妻その家族の物
語

小寺池図書館朗読会
本を楽しむ会

真上人権名画劇場
「ああ栄冠は君に輝く」

ID �031756

ID �063526

当日先着各30人

抽選45人

み
る
・
き
く
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