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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
※�各記事中に住所の記載があ�
るものは、記載の住所へ。�
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
※�イベントの中止・延期などの開催情報は、市ホ
ームページ（ ID �048151）または、各イベント
のホームページで、事前に確認してください

今号に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中止・延期になる場合があります（12/14現在）

日時　2・3月
問合　オープンたかつき運営会議
　　　℡675-0081（市観光協会内）
申込　1/31㈫から HP で

自然や歴史、ハンドメイドなどを体験する
プログラム約20本を楽しもう

オープンたかつき 
新春

ID �029567　 80

日時　1/14㈯、2/11㈷、3/11㈯　
9:00～10:30

　　　※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）

地元産農産物を販売している農家が集まり、
新鮮な野菜や花などを販売

今城塚古代歴史館前朝市
ID �063227

対象　市内在住の人
日時　2/11㈷　8:00～17:00
場所　市役所前集合
料金　無料（別途実費あり）
問合　市聴力障害者協会／℡672-0672、FAX661-4714
申込　1/23㈪～31㈫に F で（参加者全員の基本事項、手

帳の有無、食べ物アレルギー記入）

丸新本家の醬油蔵などを巡り、市民交流を通
して、聴力障がい者の理解と啓発を図ります

聴力障がい者
野外活動交流

ID �079639 申込順10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
10:00～11:30　●山手　1/4㈬、2/1㈬。各10人　　
●富田　1/25㈬、2/22㈬。各20人
14:00～15:30　●高槻センター街ビル　1/24㈫、2/7㈫・
28㈫。各16人　　●芝生　1/18㈬、2/15㈬。各20人
●春日　1/25㈬、2/22㈬。各14人　　●郡家　2/6㈪。20人

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　1・2月

ID �005709 当日先着

ID �079048 当日先着各20人

対象　パソコン、タブレット、�
スマホなどの初心者

日時　1/7㈯・21㈯　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

パソコン、タブレット、スマホなどの
お悩みを個別に相談できます

はじめてのパソコンなど
個別相談会

ID �005708

対象　市内在住の60歳以上
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　1/12㈭　14:00～15:30
春日　1/13㈮　14:00～15:30
郡家　1/19㈭　14:00～15:30

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

日時　1/29㈰　9:30～15:30
場所　阪急上牧駅前広場集合
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）

耐寒・太閤道ウオークを楽しもう。
約11km一般向き

市民ハイキング
上牧駅前から若山登山コース

ID �079046 当日先着100人

当日先着200人

日時　1/14㈯�
14:00～16:00

場所　高槻現代劇場展示室
料金　無料
問合　市社会福祉協議会�

℡674-7497

京都大学大学院研究員・佐藤康子さんから
よい援助者とはどのような人か学びます

福祉を学ぶ講座
よい援助者とは
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対象　中学校卒業以上で手話講習会を受けたことがない人
日時　2/1～6/21　10:00～12:00（全20回）
場所　障がい者福祉センター
料金　1,500円（別途教材費必要）
問合　市ボランティア・市民活動センター 

℡661-2202、〒569-0065城西町4-6
申込　1/4㈬～20㈮に 往 で 

（基本事項と年齢記入）

日時　1/27㈮～2/28㈫
場所　ウェブ
料金　無料
問合　保健予防課 

℡661-9332
申込　1/4㈬～2/22㈬に HP で

日時　1/18㈬　10:00～12:00
場所　春日ふれあい文化センター
料金　無料
問合　市人権まちづくり協会／℡647-7825、FAX647-7233
申込　1/4㈬～16㈪に F メ で（基本事項記入）　 

※手話通訳あり

対象　小学生と家族
日時　1/21㈯　9:30～13:00
場所　富田青少年交流センター
料金　無料
問合　℡694-5454
申込　1/5㈭から HP 窓 で

日時　1/21㈯　 
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

対象　市内在住の60歳以上
料金　無料　　申込　1/5㈭から 窓 で
富田　℡694-7212　1/24㈫　13:00～15:00
郡家　℡685-0479　1/27㈮　10:00～12:00
春日　℡671-7872　1/27㈮　10:00～12:00
山手　℡685-4656　2/2㈭　13:00～15:00
芝生　℡678-6620　2/9㈭　13:00～15:00

対象　スマホを持っていない人など
日時　1/24㈫　13:30～15:30
場所　南大冠公民館
料金　無料
問合　℡673-1477
申込　1/5㈭～11㈬に HP 窓 で

対象　小学4年生以上 
（小学生は保護者同伴）

日時　1/28㈯　13:30～15:30
場所　生涯学習センター3階研修室
料金　無料
問合　あくあぴあ芥川／℡692-5041
申込　1/6㈮9:00から で

手話について基本から学ぶ、手話ボランテ
ィアの養成講座です

精神保健福祉士・金文美さんがアルコール
依存症の基礎知識について話します

立命館大学教授・斎藤真緒さんからヤングケアラー
について学びます。保育あり（要予約）

インストラクターによるカプラの
ワークショップを行います

消化器内科医師が腹痛や胃もたれ、下痢の
原因となる病気について講演します

スマホの基本操作やカメラの使い方など

スマホの基本操作やインターネットの使用
方法などを学びます

小学館図鑑イラストを制作した京都精華大学
教授・小田隆さんの古生物の描き方講座です

手話講習会入門コース
昼の部

知ってみよう
アルコール依存症の基礎知識

ヤングケアラーを
知っていますか？

家族で楽しもう
創造性を育むカプラ

withコロナ時代の
「腹痛」について

すこやかテラス
はじめてのスマホ体験講座

シニアのための 
はじめてのスマホ

古生物の復元画の描き方

ID  078886

ID  078880

ID  078805

ID  078775

ID  078473

ID  077807

ID  079090

抽選20人

申込順各20人

申込順22人

申込順60人

申込順18人

当日先着150人

申込順20人

今号に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中止・延期になる場合があります（12/14現在）

日時　1/16㈪　 
10:00～11:30

場所　総合センター14階会議室
料金　無料
問合　福祉相談支援課 

℡674-7171
申込　1/4㈬～12㈭に HP 窓 で

認知症について学びます。サポーターの証・
オレンジリングをプレゼント

認知症サポーター養成講座
ID  069367 申込順30人

対象　認知症サポーター養成講座を
受講した人

日時　1/20㈮・27㈮、2/3㈮　 
10:00～12:00（全3回）

場所　総合センター14階会議室など
料金　無料
問合　福祉相談支援課／℡674-7171
申込　1/4㈬～18㈬に HP 窓 で

認知症の人と一緒にさまざまな活動をするた
めに学びませんか？

認知症パートナー養成講座
ID  069377

申込順20人

対象　高校生以上
日時　1/20～2/17　 13:30～16:30（全5回）
場所　清水コミュニティセンター
料金　無料
問合　市赤十字奉仕団事務局／℡674-7163
申込　1/4㈬～10㈫に で

対象　市内在住の60歳以上
料金　無料
申込　1/5㈭から 窓 で
①富田　℡694-7212　1/20㈮　13:30～14:30
①郡家　℡685-0479　1/25㈬　13:30～14:30
①春日　℡671-7872　1/18㈬　13:30～14:30
①山手　℡685-4656　2/9㈭　10:30～11:30
②芝生　℡678-6620　1/27㈮　13:30～14:30

高齢者の健康と安全、介護予防などの役立つ
知識と技術を学べます

①Wi-Fi接続②LINE講座

赤十字健康生活支援講習
支援員養成講習

すこやかテラススマホ講座

日時　1/21㈯　 
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
申込　1/4㈬～20㈮に HP 窓 で

平安女学院大学の学生が演じる劇を鑑賞後、
演じた内容について学びます

劇で伝える
知ってほしいな社会問題

ID  078238 申込順30人

対象　15歳以上のひきこもりの人、家族など
日時　1/21㈯、2/18㈯、3/18㈯　 

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

対象　小学生以上（小学生は保護者同伴）
日時　1/22㈰　13:30～15:30
場所　芥川緑地周辺
料金　無料
問合　あくあぴあ芥川／℡692-5041
申込　1/6㈮9:00から で

ひきこもりについて共に考え、解決の
きっかけをつかみましょう

学芸員と一緒に双眼鏡などで芥川周辺の
冬鳥を観察します

ひきこもりを共に考える
交流学習会

自然観察会
バードウォッチング

ID  029243 当日先着各20人

ID  079082 申込順30人

日時　1/26㈭　10:00～12:00
場所　南大冠公民館
料金　無料
問合　℡673-1477
申込　1/4㈬～13㈮に HP 窓 で　 

※保育あり

対象　不登校児童・生徒、 
保護者など

日時　1/28㈯、2/25㈯、3/25㈯　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

日時　1/25㈬、2/1㈬・8㈬　
14:00～16:00（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　1/4㈬から HP 窓 で　 

※保育あり

日時　1/29㈰　 
10:00～12:00

場所　如是公民館
料金　無料
問合　℡693-1866
申込　1/4㈬～16㈪に HP 窓 で

あなたらしくをサポート・波多江みゆきさんから男
らしさや女らしさの固定観念について学びます

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

ホワイトボードを使い、効率的な会議の進
め方などを学びましょう

手話エンターテイメント発信団・ｏｉｏｉ
が楽しく手話をレクチャーします

ジェンダーの視点から読み解く
メディアリテラシー

不登校おしゃべりサロン
ココン

リーダーを目指す女性の
アサーティブ講座

ｏｉｏｉ（オイオイ）と
楽しく学ぶ手話

ID  074509ID  078473

ID  029273ID  076913

ID  076573抽選25人申込順各10人

抽選30人

対象　不登校児童・生徒、 
保護者など

日時　1/28㈯、2/25㈯、3/25㈯　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

不登校について共に考えたり話したり、情報
交換をします。お悩み相談も

不登校を共に考える
交流学習会

ID  029250 当日先着各20人

申込順50人

抽選30人

申込順100人

当日先着各20人
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対象　ひとり親家庭の親と子ども
日時　2/19㈰　10:00～13:30
場所　クロスパル高槻　　料金　無料
問合　市ひとり親家庭福祉会／℡674-7832
　　　（子ども育成課内）
申込　12/26㈪～2/6㈪に HP は で 

（基本事項と子どもの名前・学年記入）　※保育あり

日時　1/31㈫　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　1/5㈭～20㈮に F で（基本事項記入）

日時　2/3㈮　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　1/6㈮から HP 窓 で

女性とシングルマザーのお金の専門家・浅井
優花さんから奨学金について学びます

府子ども家庭サポーター・辻由起子さんによる講演
です。保育・手話通訳あり（要予約）

金融広報アドバイザー・大久保育子さんから
キャッシュレス決済について学びます

日時　2/4㈯　 
14:00～16:00

場所　今城塚公民館
料金　無料
問合　市聴力障害者協会 

℡672-0672、FAX672-8541

堺市視覚・聴覚障害者センター・岩本重雄さ
んから新しく作られた手話を学びます

対象　小学生（4月から1年生含む）と
保護者

日時　2/11㈷　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　1/16㈪～22㈰に HP 窓 で　※保育あり

赤ちゃんはどこからくるの？そんな疑問に助
産師が明るくさわやかに包み隠さず答えます

日時　2/21㈫　14:00～15:30
場所　生涯学習センター3階研修室
料金　無料
問合　℡674-7700
申込　1/10㈫までに 往 で 

（基本事項記入）

講師は大阪医科薬科大学講師・佐々木真理さ
ん、同大学講師（准）・江頭良明さん

子どものための
奨学金勉強会＆相談会

DVが女性と子どもに与える
影響と心の回復

いちから知りたい
キャッシュレス決済

手話学習会 親子で一緒に
いのちのおはなし

自転車の乗り方はなぜ 
忘れない？運動学習とは？

ID  078781

ID  079262

ID  078715

ID  079637 ID  078738 抽選20組

申込順30人

申込順50人 当日先着35人

申込順35人

日時　1/31㈫　10:00～12:00
場所　三箇牧公民館
料金　無料
問合　市人権まちづくり協会／℡647-7825、FAX647-7233
申込　1/4㈬～18㈬に F メ で 

（基本事項記入）　※手話通訳あり

「ちょっと怒りすぎたかな…」と後悔をしない
よう学んでみませんか？保育あり（要予約）

アンガーマネジメントを
身につけよう

ID  078855 申込順30人

対象　市内在住のおおむね60歳以上
日時　1/31㈫　14:00～15:30
場所　総合センター6階会議室
料金　無料
問合　長寿介護課／℡674-7881
申込　1/4㈬から HP 窓 で

友人やグループ仲間に伝えてほしい
認知症予防を学ぶ講座です

すこやかエイジング講座
上級

ID  077732

申込順各12人

対象　パソコン初心者
日時　 2/1㈬・2㈭　 

13:00～16:00（全2回）、 
2/27㈪・28㈫　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　1/5㈭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験します

はじめてのパソコン講座
ID  079050

日時　2/5㈰　13:30～15:30
場所　安満遺跡公園Park Center
料金　200円
問合　安満人倶楽部 

℡648-4725 
（安満遺跡公園事務所内）

申込　1/5㈭～15㈰に HP で

大阪府立弥生文化博物館・塚本浩司さんが
弥生時代の農耕について講演します

あま歴史講演会
ID  079584 申込順70人申込順15人

対象　市内在住の人
日時　2/8㈬　10:00～12:00
場所　今城塚公民館　　料金　無料
問合　℡683-3331、FAX683-6159
申込　 1/16㈪～23㈪に HP 窓 F で 

（基本事項記入）　※手話通訳あり

願生寺住職・大河内大博さんからグリーフケア 
について学びます。保育あり（要予約）

人権講座
グリーフケアを学ぶ

ID  078160 抽選50人

日時　2/23㈷　13:30～15:30
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　1/6㈮から HP 窓 で
　　　※保育・手話通訳あり

対象　中学生以上
日時　2/22㈬　9:30～12:30
場所　市消防本部
料金　無料
問合　中消防署／℡674-7996
申込　1/22㈰～2/15㈬に HP 窓 で　 

※最寄りの消防署でも受け付け

対象　市内在住の視覚障がい者と 
家族、交流を希望する人

日時　2/10㈮　13:00～16:00（60分/回、3回）
場所　障がい者福祉センター　　料金　無料
問合　市視覚障害者福祉協会／℡・FAX675-1232
申込　 1/4㈬～11㈬に 窓 F で 

（参加者全員の基本事項と手帳の有無記入）

日時　14:00～15:30
場所　生涯学習センター3階 

研修室
問合　℡674-7700、FAX674-7704
申込　1/10㈫までに HP 窓 F 郵 で 

（基本事項記入）

毎日新聞社提携講座
講師は①社会部・岸達也さん②社会部・宮川佐知子さん 
③校閲センター・澤村斉美さん。2,000円（全3回）
①安倍元首相銃撃事件で見えたもの　2/6㈪
②ウクライナ避難民～モルドバからの報告　2/13㈪
③新聞校閲から考える日本語のいま　2/20㈪

特別講座
壁画古墳の謎を解く
講師は阪南大学教授・来村多加史さん。1,500円（全2回）
キトラ古墳の壁画を読み解く　2/9㈭
高松塚古墳の壁画を読み解く　2/16㈭

時代をさかのぼりジェンダー平等への道を
たどる、ユーモア溢れる朗読劇です日時　2/1～3/8　13:30～15:30 

（全6回）
場所　障がい者福祉センター
料金　無料
問合　℡672-0267、FAX661-3508
申込　1/4㈬～27㈮に HP 窓 F で 

（基本事項と生年月日記入）

障がいのある人へのボランティア活動に
関心のある初心者向けの体験講座です

対象　市内在住の人
日時　2/4㈯　10:00～12:00
場所　津之江公園など
料金　200円
問合　農林緑政課 

℡674-7402
申込　1/5㈭～31㈫に HP 窓 で

あくあぴあ芥川学芸員・高田みちよさんの説
明を聞きながら野鳥観察します。雨天中止AEDを用いた心肺蘇生法や応急処置など。

受講後、普通救命講習修了証を授与

場所　高槻商工会議所（大手町）
料金　無料
問合　長寿介護課／℡674-7181
申込　1/10㈫から HP 窓 で
介護予防・生活支援サービス事業従事者研修　2/2㈭・3㈮・
8㈬　10:00～16:00（8日は12:00まで、全3回）
生活支援サポーター登録者研修　2/8㈬　13:00～15:00。
上記研修を受けた人かヘルパー資格などを持つ人

生活援助やボランティア活動を学ぶ講座。
車いす演習あり

対象　タブレット初心者
日時　2/9㈭・22㈬　 

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　1/5㈭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

日本ライトハウス情報文化センター・竹下亘
さんから使い方を学びます

男女共同参画フォーラム
「ミモザウェイズ」

ボランティア体験講座

野鳥観察会応急手当講習会
（普通救命講習Ⅰ）

高齢者への生活支援を学ぶはじめてのタブレット講座

研修会
デイジーの使い方

けやきの森市民大学
冬期講座

ID  076917ID  078879

ID  077595ID  077743

ID  005784ID  079051

ID  072775

申込順100人申込順15人

抽選20人 抽選50人

申込順各20人申込順各10人

申込順各5人 抽選各50人

申込順20人

今号に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中止・延期になる場合があります（12/14現在）

80
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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 掲 載 欄
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日時　2/1㈬～3/31㈮
場所　ウェブ
料金　無料
問合　関西大学・大阪医科薬科大学 

医工薬連環科学教育研究機構 
℡683-1221

日時　1/24㈫　 
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

日時　1/26㈭、2/23㈷、3/23㈭ 
13:30～15:00

場所　小寺池図書館
料金　無料
問合　℡696-2880

日時　1/30㈪  10:00～12:00
場所　三箇牧公民館
料金　無料
問合　℡677-0965
申込　1/6㈮～12㈭に HP 窓 で

日時　2/3㈮　10:00～12:00
場所　五領公民館
料金　無料
問合　℡669-6169、FAX669-6165
申込　1/4㈬～12㈭に HP 窓 F で 

（基本事項と性別、年代記入） 
※保育・手話通訳あり

対象　小学生以上 
（小学生は保護者同伴）

日時　2/4㈯　14:00～16:00
場所　富田公民館
料金　無料
問合　℡693-1671
申込　1/4㈬～10㈫に HP 窓 で　※保育あり

対象　市内在住のおおむね60歳以上
料金　無料
問合　長寿介護課／℡674-7881

安満遺跡公園SAKURA広場周辺
　1/10～24、2/7～28の火曜　10:10～、11:10～（各30分）
富田支所前屋外広場　※雨天中止
　1/13～27、2/3～24の金曜　10:10～、11:10～（各30分）

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

学生生活支援の視点から、新しい大学教育に
ついて考えます 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

青木祐子著「料理茶屋の女」など

出撃を控えた若い特攻隊員を通し、人権の
大切さ・重さを再認識する映画です

平和への願いを込めてNENI'S
（ネーニーズ）が唄い語ります

世界で活躍したピアニスト・宮崎剛さんの奏でる音
色に包まれましょう

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

元気体操クラス　1・2月

医工薬シンポジウム ランチタイム・
ロビーコンサート

小寺池図書館朗読会
本を楽しむ会

冬の映画会
「月光の夏」

沖縄の唄三線
命（ぬち）どぅ宝

冬はほっこり
ピアノ・クラシック

もてきんスタジオ　1・2月

ID  005707

ID  031756

ID  077286

ID  077150

ID  078672 ID  005710

抽選30人

抽選50人

抽選20人

抽選100組

当日先着 当日先着各60人

当日先着100人

今号に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中止・延期になる場合があります（12/14現在）

対象　市内在住の55歳以上
日時　4月～6年3月の第1・3火曜
場所　地域福祉会館（城西町）など
料金　20,000円
問合　たかつき市民カレッジ 

℡・FAX689-3674 
〒569-1021弥生が丘町43-17

申込　3/31㈮までに HP F 郵 で

「人生100年を楽しく学ぶ科」を開講します
たかつき市民カレッジ
ID  037632 申込順40人

場所　高槻現代劇場中ホール
料金　無料　　問合　℡671-1062
スクールバンドコンテスト
　1/15㈰　10:20～17:00。200人
米国空軍太平洋音楽隊の演奏
　1/15㈰　18:00～19:00。600人

プロのジャズミュージシャンがスクールバンド
を審査するコンテストを開催します

たかつきスクールJAZZ
コンテスト

ID  079234

場所　高槻阪急（白梅町）
料金　無料
問合　三島高等学校
　　　℡682-5884
美術展　1/23㈪～28㈯　11:00～19:00
書道展　1/30㈪～2/4㈯　11:00～19:00

三島高校の生徒が創作した作品を展示します

三島高校芸術祭
美術展・書道展

当日先着200人

日時　1/22㈰　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
高槻市民寄席

日時　1/28㈯　 
14:00～15:30

場所　総合センター14階会議室
料金　無料
問合　中央図書館／℡674-7800

藤沢周平著「朝顔」など作品を朗読します
中央図書館朗読会
ID  078575 当日先着60人

対象　市内在住の人
日時　2/19㈰　14:00～17:00
場所　関西大学たかつきアイスアリーナ（霊仙寺町2）
料金　無料
問合　みらい創生室／℡674-7392
申込　2/3㈮までに HP 往 で（参加者全員の基本事項記入）

アイススケート部やアイスホッケー部による
エキシビション。車不可。1通2人まで

市民ウィンタースポーツデイ

ID  078272

ID  079228

当日先着

当日先着

ゆうの会新春展
　1/13㈮～18㈬

エミル高槻2階

展示館けやき

KWSカワセミクラブ写真展／
萩谷味舌工房陶芸教室作品展
　1/4㈬～16㈪
平安女学院大学作品展／
山手陶釉会作品展
　1/17㈫～30㈪
高槻まごころ作品展／
かな書道あじさい作品展
　1/31㈫～2/13㈪

JR高槻駅南側地下通路

えきちかギャラリー
ひまわり水彩画クラブ作品展
　1/5㈭～18㈬
なでしこ会作品展
　1/19㈭～2/1㈬

総合センター1階ロビー

桃園ギャラリー

ID  064328 申込順各150人

対象　小学生以下と保護者
日時　2/19㈰　9:30～11:30
場所　古曽部防災公園体育館
料金　無料
問合　文化スポーツ振興課／℡674-7649
申込　1/4㈬～2/10㈮に HP で

フライングディスクやふうせんバレーなどを
楽しみましょう

ニュースポーツの集い
80

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　 1/4㈬・16㈪・18㈬、2/1㈬・6㈪・15㈬・20㈪。各28人
●山手　 1/5㈭・19㈭・23㈪、2/2㈭・13㈪・16㈭・27㈪。各39人
●高槻センター街ビル 
　 1/5㈭・10㈫・12㈭・17㈫・19㈭・24㈫・26㈭、 

2/2㈭・7㈫・9㈭・14㈫・16㈭・21㈫・28㈫。各33人
●芝生　1/11㈬・25㈬、2/8㈬・22㈬。各33人
●郡家　1/12㈭・26㈭、2/9㈭。各45人

午後　14:10～、15:10～（各30分）
●春日　 1/4㈬・6㈮・10㈫・20㈮・24㈫、 

2/1㈬・3㈮・14㈫・17㈮・28㈫。各28人
●富田　1/5㈭、2/2㈭。各28人
●芝生　1/5㈭・12㈭・19㈭、2/2㈭・9㈭・16㈭。各33人
●郡家　 1/10㈫・18㈬・27㈮、 

2/14㈫・15㈬・24㈮。各45人
●山手　1/17㈫、2/21㈫。各39人
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対象　未就学児は保護者同伴
日時　1/14㈯・15㈰　 

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

日時　1/15㈰・22㈰　 
10:15～12:00

場所　今城塚古代歴史館
料金　300円
問合　℡682-0820
申込　1/8㈰までに HP で

魚の形や暮らし方を観察して、魚の
ステンシルカードを作ります

粘土をこねてオリジナルのハニワを
作ります。作品は約1カ月後に手渡し

おさかなステンシル

今城塚古代歴史館
ハニワづくり教室

対象　5歳～小学生
日時　2/18㈯　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　1/4㈬～2/2㈭に HP 窓 で

高槻スカウト連絡会のスタッフと割り箸で
鉄砲を作って、的当てをして遊びます

作って遊ぼう割り箸鉄砲
ID  079163

対象　小学生と保護者
日時　2/4㈯　10:00～13:00
場所　富田公民館
料金　600円
問合　富田青少年交流センター／℡694-5454
申込　1/11㈬～18㈬に HP 窓 で

子どもと一緒にピザ、スープ、サラダを調理
し試食します

こどもと一緒に
はじめてのピザづくり

ID  078432

対象　市内在住の外国人
日時　1/22㈰～27㈮　9:30～20:00（22㈰は

13:30～16:30、24㈫は16:00まで、25
㈬は17:00まで、26㈭は12:00まで）

場所　総合センター4階会議室、ウェブ
料金　無料　　問合　市都市交流協会／℡674-7396
申込　1/6㈮から各実施日の8日前までに 窓 メ で

在留資格や結婚・離婚、生活面などについて
弁護士などにZoomで相談できます

外国人のための
オンライン相談

日時　1/11㈬、2/8㈬、3/8㈬　
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

ID  004121
緑の相談

日時　1/14㈯・21㈯　 
10:15～、13:30～

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
申込　1/8㈰までに HP で

好きな型紙を選んで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  078804

ID  079068

ID  078793

抽選8組

抽選20人

抽選各5組

当日先着各6人

抽選各15人

当日先着各15人 申込順20人程度

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。
将棋のまち推進課／℡674-7399

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、つねに連続で相手（玉方）に王手をか

ける
2. 相手は盤面に出ている自分の持駒以外の玉を除く全ての

駒を持っている
3. 相手は最善を尽くし、最も長く手数がかかるよう逃げる
4. 相手は無駄な合駒（間に駒を打つ、または間に駒を移動

して守ること）をしない
5. 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　　5手詰

一

9 12345678

二

三

四

五

六

七

八

九

自
分

先
手

持駒

銀

銀

歩

歩

玉

飛

飛

金 銀

出題棋士　福崎 文吾九段
答えは、46ページ

第8回

将棋のまち高槻

ヒント
退路をふさぐ

各スポーツ連盟・団・協会が開催する教室
場所　A＝堤運動広場体育館、B＝青少年運動広場、C＝堤運動広場、D＝総合体育館、E＝古曽部防

災公園体育館、F＝史跡嶋上郡衙跡西仮設広場（郡家新町）、G＝南大樋運動広場、H＝淀川
河川公園（大塚地区）、I＝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

空手道	 当日直接、会場へ

体験教室 5歳以上 1/8～3/26の日曜　9:00～12:00
（1/15、2/12、3/19除く） A 無料

サッカー	 当日直接、会場へ
キッズ教室 5歳～小学2年生 1/11～3/29の水曜　15:00～17:00（3/22除く） B 200円/回
放課後教室 小学3～6年生 1/11～3/29の水曜　15:00～17:00（3/22除く） B 300円/回
ゴールキーパー
育成講習会 小学3・4年生 1/11㈬、2/8㈬、3/8㈬　18:00～19:30 C 500円/回

ゴールキーパー
育成講習会 小学5・6年生 1/11㈬、2/8㈬、3/8㈬　19:20～20:50 C 500円/回

シニア教室 おおむね60歳以上 1/13～3/24の金曜　15:00～17:00（2/3、3/3除く） B 200円/回
柔道	 当日直接、会場へ

教室
小学生 1/6～3/31の水・金曜　18:30～19:30（3/22除く）

D
入会金2,000円、
月会費3,000円
※別途保険料必要中学生以上 1/6～3/31の水・金曜　19:30～20:30（3/22除く）

少林寺拳法	 当日直接、会場へ

体験教室 小学生以上
1/15㈰　13:00～14:30 E

無料
2/5㈰、3/5㈰　13:00～14:30 D

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
1/15㈰、2/26㈰、3/26㈰　9:00～12:00 D

無料
2/15㈬、3/15㈬　18:00～21:00 E

卓球	 当日12:30に直接、会場へ

教室 小学4年生以上の
初心者 2/4㈯　13:00～17:00 D 一般500円、

小学4年生～高校生300円
バスケットボール	 1/4㈬から連盟ホームページで受付
教室 小学生以上 1/29㈰　9:30～11:30 E 300円
ペタンク	 当日12:45～13:00に直接、会場へ

教室 中学生以上 1/11～3/31の月･水･金曜　13:00～15:30（祝日除く）
※雨天中止 F 年会費1,000円

※体験無料

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

1/21㈯　9:00～10:30 G 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1/28㈯　9:00～10:30 H

陸上競技教室 小・中学生 2/4㈯　9:00～12:00 I 無料

今号に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中止・延期になる場合があります（12/14現在）

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

場所　関西大学たかつきアイスアリーナ 
（霊仙寺町2）

料金　500円
問合　℡690-2508

市内在住の小学1～3年生と保護者
　 1/22㈰13:30～15:30。1/11㈬までに HP で

市内在住の小学4～6年生と保護者
　 2/12㈰13:30～15:30。1/27㈮までに HP で

アイススケート部やアイスホッケー部の部員たちが指導します。
車での来場不可

親子スケート教室
ID  079188 抽選各24組 80
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