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体育館
スポーツ振興課　☎939・1141
開館時間　9時～21時 体育施設の予約

パソコン・スマートフォンから、体育施設の予約ができま
す。予約状況は、市ホームページにも掲載しています。

4月の休館日
　5日（火）・12日（火）・19日（火）・26日（火）

17日（日）「体育館競技場個人利用の日」
時間　9時～12時・13時～17時
種目　ソフトバレー・バドミントン・卓球・フロアカ

ーリングなど
※卓球とフロアカーリングは13時～17時の時間帯のみ

利用可能です。

青少年運動広場Ｂグラウンドが使えます
グラウンドの空き時間帯を利用して、自由にボール遊

びができます。
日時　4月13日（水）・27日（水）　いずれも13時～17時
対象　小学6年生まで　※保護者か成人の責任者が同伴
申込方法　使用日当日、体育館窓口で
※危険防止のため、野球やソフトボールなどは禁止です。

※土・日曜日は屋内施設の一部で新型コロナワクチン
接種を行っています。車でのご来館はお控えください。

「Fuji りんぴっく 2022」を開催
日時　5月15日（日）8時30分～（小雨決行）
場所　スポーツセンター
主な種目　50ｍ走・100ｍ走・800ｍ走
※学年によって出場できる種目が異なります。
申込方法　4月1日（金）から4月30日（土）までに、体育

館窓口(休館日を除く )又は市ホームペー
ジの申し込みフォームで。

※開催要項及び申込用紙は、市ホームペー
ジからダウンロードできます。

初めてのカラテ！体験生徒募集
　新規受講生を募集。家族の参加大歓迎。お子さんは
礼儀・体力強化。大人は日頃の運動不足の解消に。
日時　土曜日の午前　※詳細はホームページ参照
場所　市民総合体育館、道明寺小学校体育館
対象　4歳以上の方
コース　親子カラテ、カラテフィットネス、健康カラテ、

フルコンタクトカラテ
申込方法　インターネットで「徳修会館」で検

索の上、申し込み
問合先　カラテスクール・徳修会館
　☎080・3819・4701（受付時間18時～22時)

サッカー会員募集
チーム名　NPO法人FC S

ス ウ ォ ー ド

wordO
オ オ サ カ

saka
練習日時
①キッズコース (年少～年長・男女)　毎週木曜日
②スクールコース (小学校１～2年生・男女)　
　毎週水・金曜日選択制
③ジュニアチーム (小学生3～6年生・男女)　
　毎週水・金曜日(土・日曜日)
④ジュニアユースチーム (中学生)  
　毎週月・水・金曜日(土・日曜日)
場所　①は四天王寺小学校
　　　②③④は主に市立スポーツセンター
※詳しくはホームページをご覧ください。
問合先　☎090・9982・5290（廣

ひろおか

岡）

小・中学校体育施設使用団体
登録申請を受け付け

登録資格　成人を責任者とする、市民10人以上で構成
されたスポーツ団体又は社会教育団体

登録期間　令和4年7月1日から1年間
申請方法　4月1日（金）から15日（金）までに体育館窓口
　(休館日を除く) で
※登録申請用紙などは、体育館窓口に設置しています。

市ホームページからダウンロードもできます。
主な注意事項　
・現在登録している団体も再登録が必要です。
・小学校運動場の使用団体は、その校区に居住する市民

で構成された団体のみで、使用種目に制限があります。
・学校施設を傷めたり、付近住民に迷惑をかけたりする

おそれのある種目は登録をお断りすることがあります。
・受付期間以後や年度途中の登録受け付けはできません。

藤井寺市少年軟式野球連盟所属
大井リバーサイド部員募集
練習日　毎週土曜日・日曜日及び祝日
場所　青少年運動広場A グラウンド
対象　小学生
※随時、見学・体験を受け付けています。
問合先　大井リバーサイド事務局　
　☎090・9873・7954（梶野）

剣道・薙刀の練習生募集
　初心者歓迎。ご都合に合わせてご参加ください。
日時　毎週土曜日18時～、毎週日曜日9時～
開催場所　市民総合体育館ほか
参加資格　5歳以上の方
※詳しくはホームページをご覧ください。
申込・問合先　藤井寺市剣道薙刀協会　
　☎954・4563（國下）

☎938・2197
開館時間　9時45分～ 17時15分

図書館

  特別展示

出張図書館
（予約図書貸し出し・図書の返却など）
日程　4月6日（水）・20日（水）
場所・時間　①市役所1階情報交流ひろば「ふらっと」
  　　　14時～15時
  　　②川北会館　15時45分～16時30分

4月の休館日
　4日(月)・11日（月）・18日（月）・25日（月）・28日（木）

　新着本紹介

えほんとおはなしのへや
日時　4月9日（土）　14時～
語り手　藤井寺市ボランティアサークルおはなしころりん

「図鑑・事典」
図鑑や事典を集めました。読み応えあり、見ごたえあ

り！知っているようで知らない、新しい知識との出会いを
楽しみませんか。
期間　4月27日（水）まで　
場所　2階閲覧室

紙芝居と絵本の読み聞かせ
日時　4月2日(土)　14時～
読み手　藤井寺市朗読の会ひびき

（一般書）「サンセット・サンライズ」　 
楡　周平　(著)　講談社 

大手電気機器メーカーに勤務する西尾
晋作は、海釣りが大好き。コロナ禍で業
務がテレワーク化されることを機に、海に
近い田舎で「お試し移住」を始め…。新た
な地域再生の物語。『小説現代』掲載を加
筆修正し単行本化。

（児童書）「ケケと半分魔女」
角野　栄子　(作)　佐竹　美保　（画）　福音館書店

ケケが描く、物語の主人公の名前はタ
タ。４歳のときに母親をなくしたこともあ
って、いつも自分は半分だと心もとなく思
っているタタは、ある日とつぜんひとり旅
立つ決心をし…。「魔女の宅急便」スピン
オフ・シリーズ第３弾。
 （TRC ー MARCより）

第64回こどもの読書週間

　楽しい行事

期間　4月23日（土）～5月12日（木）
標語　「ひとみキラキラ　本にどきどき」　

　

※新型コロナウイルス感染症の影響で、掲載の内容が変更となる場合があります。その際は、市ホームページなどでお知らせします。
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子育てママのおしゃべりサロン
子どもと楽しんだり、親同士で子育てのおしゃべりをし

たりして友達を作りましょう。今月は、ママへの絵本タイ
ムです。※お手伝いしてくださる方を募集しています。
日時　4月20日（水）　10時30分～11時30分
場所　2階幼児コーナー
対象　就学前のお子さんと保護者
主催　子育て支援グループ　アイセル

アイセル シュラ ホール
生涯学習課　☎952・7800
開館時間　9時30分～21時30分

4月の休館日
　4日（月）・11日（月）・18日（月）・25日（月）

※新型コロナウイルス感染症の影響で、掲載の内容が変更となる場合があります。その際は、市ホームページなどでお知らせします。

おはなし会
日程　4月16日（土）　場所　2階幼児コーナー

「親子で楽しむ絵本のへや」
　時間　14時～14時20分
　対象　就学前のお子さんと保護者
　内容　お話や絵本の読み聞かせ、手遊びなど

講座を通して幅広い知識を身につけ、仲間づくりを
しませんか。
期間　令和4年5月～令和5年1月
　　　主に火～金曜日の午後、8回程度
開講日時　5月25日（水）　13:30～
受講料　年額1,000円
定員　50人
対象　市内在住の60歳以上の方
内容　講習会、音楽鑑賞など

公民館講座
申込方法

【往復はがきの記載例】

「世界の昔ばなしを楽しむへや」
　時間　14時30分～14時50分
　対象　小学生以上
　内容　大人も楽しめる昔話など
主催　藤井寺市ボランティアサークル　おはなしころりん

※（1）文化教室、（2）いきがい学級の両方を申し込む
場合は、それぞれに往復はがきでの申し込みが必要
です。

※1枚の往復はがきで申し込めるのは1人までです。2
人以上の名前を記入した申込は無効となります。

※文化教室の2講座以上を並行受講したい方は、「並
行受講希望」と記入してください。

◀文化教室 ◀いきがい学級

【オンライン窓口からの申し込みはこちら】

　4月18日（月）【必着】までに、（1）、（2）ともに往復は
がき又はオンライン窓口で。

※応募多数の場合は4月19日(火)10時からア
イセル シュラ ホールで抽選し、結果は返信
用はがきで連絡します（オンライン申し込み
の場合は、メールで連絡）。

※定員に満たない場合、各講座の開講日前日
まで先着順に受け付けますので、アイセル 
シュラ ホールまでお問い合わせください。

場所　アイセル シュラ ホール
講座名 講座の内容 曜日 時間 定員

書道 漢字・かな・新和様・ペン字・写経につい
て、講義を交えながら実践で学びます。 第2・4火曜日 13：00～15:00 13人

いけばな（未生流） 基本型の花を、ご一緒に活けていきます。 第2・3水曜日 13：00～15:30 10人

古代史
今なお解き明かされていない謎の中から
興味深いテーマを選び、最新の調査成果
から謎解きに挑戦していく講義です。

第2 木曜日 10：00～12:00 16人

初級英語 中学2年生レベルの教科書と英語の歌か
ら、文法や会話を学びます。 第2・4水曜日 13：00～15:00 12人

楽しい手品
日用品を使った簡単な手品から、トラン
プなどの道具を使うものまで。楽しく学
んで、お友達や家族を驚かせましょう。

第2・4金曜日 10:00～12:00 10人

パッチワーク 初心者の方でも、きれいに仕上げられる
作り方を教えます。 第1・3金曜日 13:30～15:30 10人

古典文学（万葉） 「万葉集」の講義です。令和の歳に、万葉
の世界にぜひ触れてください。 第 2金曜日 13:30～15:00 15人

楽しい水彩画 花、静物などの写生を行います。外に出
て、風景や建物の写生も行います。 第 2・4土曜日 13:30～15:30 12人

楽しくイキイキした毎日へ !!
健康体操とストレッチ

シニアの方々が笑顔で元気よく過ごせる
ように、不調改善予防のための健康体操
とストレッチです。

第1～3木曜日 13:00～14:10 20人

肩コリ・腰痛解消 癒しヨガ
肩コリ・腰痛を予防、改善していき、心
も穏やかになりハッピーを感じられるヨ
ガを行っていきます。

第1～3木曜日 14:30～15:40 20人

場所　パープルホール
講座名 講座の内容 曜日 時間 定員

栄養士と一緒に作る
おうちごはん

楽しく簡単で栄養バランスの良い、おい
しいおうちごはんを作りましょう。 第3火曜日 10：00～12：00 12人

茶道表千家・客のマナー 季節ごとの茶席におけるマナーと点前を
学びます。 第2・4水曜日 13：30～16：00 8人

着物着付＆TPO
着物の着方や帯の結び方を、実践を交え
て学びます。着物のTPO（季節、場所、
目的に応じた装い）も身につけられます。

第2・4火曜日 13：00～15：00 10人

文化教室の受講に関して概要（対象、受講料、注意点など）は33ページをご確認ください。

（1）文化教室

（2）いきがい学級「経験豊かな人のための学級」

（1）文化教室の受講について

対象　市内在住・在勤・在学の方
受講料　年額6,000円
※「古代史」、「古典文学」、「栄養士と一緒に作るおうち

ごはん」は年額3,000円
※託児はありません。お子さん同伴での受講はご遠慮

ください。
※申込者が著しく少ない場合は、開講できないことが

あります。4月19日（火）に開講の有無を決定します。

※令和4年度から、同じ講座を2年連続受講で
きます。

※希望する方は2つ以上の講座を併せて受講で
きます。受講料は講座ごとに発生します（並
行受講を希望される場合、申し込みの際に
記載が必要です）。

※テキスト代、材料費などは別途自己負担。
※一部異なる週・曜日に行う場合があります。

詳しくは市ホームページをご覧ください。

コロナ禍の今こそ、「新しい学び」　
令和4年度 藤井寺市公民館講座受講生募集

コロナ禍の今こそ、「新しい学び」　令和4年度 藤井寺市公民館講座受講生募集

※かがやき学級は、令和3年度をもって終了と
なり、いきがい学級に統合されました。


