
容58-1111 市役所

公開シンポジウム
「先哲 (せんてつ)」 に学ぶ

内容 基調講演 塩川正十郎氏

シンポジウム テーマ「日本に欠

けているもの」

日時 2月 25日 01300～ 1620

会場 LICは びきの ホールM
定員 先着500人

費用 無料

申込 はがき、ファクス (住所・氏

名・電話番号を明記)で四天王寺

国際仏教大学 エクステンションセ

ンター (〒 583…8501学園前3… 2… 1容

56…3345□日56…9960)

主催 羽曳野市・羽曳野市教育委員

会・四天王寺国際仏教大学

市民会館こども夢力…ニバル inココ曳野

口日寺 2月 12日 (日 )10:Oo～ 15三 30

会場 市民会館

費用 無料 (た だしクラルテ公演

[下記]、 及び模擬店は除く)

クラルテ公演 チケット販売中 (市

民会館、MOMOプ ラザ、丹治は

やプラザ、石川プラザ、陵南の森

総合センター)

チケッ ト 前売600円 ・親子ペア券

1,000円。当日は各200円増

主催 こども夢カーニバル実行委員会

共催 働羽曳野市施設管理公社

(市民会館容58‥2311)

市民会館「歌声 くらぶ」

どなたでも参加できます。

日時 1月 10日 の1000～1130

会場 市民会館ホール

費用 1回 500円 (歌集がない場合、

歌集代として別途200円要)

※古い歌集の無料交換は3月 で終了

しますc

申込 当日980～ ホール入口で (参

加費を添えて)

(市民会館な58… 2311)

ふくふく会「グループホーム 0みやび」

介護予防教室 (無料 )

日日寺 1月 20日 鯰江330～ 1500

会場  「みやび」 (西浦高校南側)

内容 認知症への理解と、なった時
・の対応

対象 高齢者を介護している家族、

介護について学びたい方。また希

望者はグループホームの見学も可

申込 同会みやび容50-0382

男性のための料理教室

「男の腕まくり」～料理の基

本のワザを身につけよう～

日日寺 2月 6日 、20日 、3月 6日 、20日

(月)(全 4回 )13:30～ 16三 30(初 回

のみ1600ま で)

会場 陵南の森公民館調理実習室

対象 全回出席できる市内在住・在

勤 0在学の男性。

講師 吉田清彦氏 (家事としての男

の手料理研究家)

定員 24人 (申 込み多数は抽選)

費用 3,000円 (4回分を初回に全納。

返金 0分納不可 )

一時保育 0歳～未就学児。要予約

(無料 )

申込 はがき、電話、ファクス、メ

ータレ (講座名、住所、氏名 [ふ りが

な]、 電話番号、年齢、一時保育

の有無※有 りの場合子どもの氏名

[ふ りがな]、 生年月日を明記)で下

記まで。

締切 1月 30日 明″肖印有効

(人権推進課□58-8061

o‐ mJlilnkenSubhin@clvhabttnolosakaJp)

石川プラザ うたこえくらぶ IN東部

日日寺 1月 17日 02月 21日 秋江4三〇0-
ほ30(開場1330)

講師 喜多光三氏

定員 80人程度t

費用 500円 (当 日徴収)歌集のな

い方は 1冊200円で購入。

申込 当日直接石川プラザヘ

(石川プラザ容50-2002)
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市民会館 パソコンマスター

個別講座 (チケット制 )

受講希望される方はチケットをお

求めいただきます。チケットは4回

分 (4,800円 )か らの発売となります。

割ワ|チ ケット (6回分は6,600円 、 8

回分は8,000円 で格安です)も発売し

ています。

①インターネットで楽しもう!!

日不呈 1月 11日 、25日 鉢机3三30～ 15:30

②PC基礎講座

日程 1月 23日 、30日 鯛辺330～■30

③メールで複数の写真を送ろう

日程 2月 6日鯛辺330～ 1530

④QRコ ード付き名刺作成講座

日不呈 2月 15日 、22日 鉢姐4:00～ 16:00

各講座の費用

①②④ 2,400円 (2回)と テキスト

代200円

③ l,200円 とテキスト代100円

会場 市民会館

対象 文字入力、マウス操作が可能

な方

定員 各16人

申込 NPO法人きんきうえぶ羽曳野

支部容56-2674(泉容090-9168-0562)

E―Ⅱlailoffice@kinkiweb.net

URL:http://www.habikinowebonet
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