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固…問い合わせ  園…申込方法
※群しくはそれぞれへお問い合わ

せください

08月のソフトテニス教窒

卜日時 8月 2日 ・9日 ・30日

のいずれも月曜日 10:00～
13:00 )場所 市民体青館

)費用 1回 500円  )持ち物

上靴(ラ ケットの貸し出しあり)

☆経験不問 ※申込不要 圃
NPO法人ST・ NET21 荒川氏
奮(52)9544、 平野氏●(52)

4406

●朝のさわやか体操
～ストレッチ体操など～

)日 時 8月 98(月 )～ 13日

(金)の 毎日※全 5E3(1回 ごと
の参加可)6:15～ 6:45
)場所 市民体青館前広場 ※

申込不要・無料 )その他 小

][言::i:を
う言

鴨

●第 3回夏季城陽市
ソフトパレーボール大会

)日鮨テ 8月 15日 (日 )8:45
開会式(8:30受 付)>場 所

市民体育館 >種目 ①女子の

部 ②混合の部(男性 2人以内

がコー トに入れる)>費 用
1チ ーム3,000円  )そ の他
ケガなどについては応急手当の

み実施 圃・国 8月 4日 (水 )ま

でに、城陽ソフトパレーボール

」P阪部氏8090(3715)3063
へ電話

0寺田西総合型

地域スポーツクラブ

18月 のスポーツ教室】

①子どもスポーツ教室(小学生)

レ日時 毎週央・本曜日※全8

回(31日 なし)9100～ 12:

00 )内 容 卓球、バドミント

ン、ファミリーバドミントン、ソ

フトパレーボール、跳び箱、縄

とび エコロベース、リズム体操

②ラージボール卓球教蜜

>曰時 毎週水・金曜日※全8
回 9:00～ 12100※ 9月 20
日(祝)は 13:00～ 16:00
00いずれも

>場所 寺田西小学校体育館

>費用 200円 (会 員・中学生

以下無料)>持 ち物 体育館

シューズ、飲み物、タオル ※

申込不要

◎その他の数室も実施していま

す。気軽にお問合わせください

②ふれあいグラウンド
ゴルフ大会

)日 時 9月 4日 (■)12:30
受付開始

①②いずれも

>場所 寺田西小学校グラウン

ド レ費用 300円 (会員無料)

※当日徴収 園所定の用紙で、

三浦氏Fax(53)3186ヘ ファク
ス(① 7月 28日 (水)締切、②8
月23日 (月 )締切)

圃同クラブ三浦氏●(53)3186

合省エネ診断を開催

私の家庭ではどれくらい二酸

化炭素を出しているのかな?省
エネ診断を受診してみませんか。

)日 時 7月 23日 (金)11:00
～14i30 )場 所 市役所 1

階ロビー )内容 家庭での電

気代やガス代などから、二酸化

炭素排出量を調べる ※申込不

お知
らせ

クレジットカードで現金化するとうたって、

クレジットカードのショッピング枠で商品な
どを購入させ、それを業者が買い取ることで、

消費者に現金が渡るとしヽう買取屋による手□

や、キャッシュパック方式による「クレジッ

トカード現金化」が最近増加しています。消
費者金融などから融資を受けられない消費者
が利用するケースが多いようですが、改正貸

「クレジットカード現金化」
をめぐるトラブルに注意 !

消費生活センター ましょう。

1静警給鸞番 鯛 壁嘔 |■

金業法施行に伴い総量規制が実施され、新規
の借り入れが困難になる消費者も予想される
ことから、新たな多重債務者の発生も懸念さ
れます。

クレジットカード現金化を利用すると、一

時的に現金を手に入れることができても、

後々、購入代金全額の支払いに追われるため、
大きなリスクを伴います。また、クレジット
カード契約違反行為であり、カード会社から
契約解除を求められたり、場合によっては、

詐欺の加害者として告発される可能性もあり
ます。クレジットカード現金化は絶対にやめ

鑢
為
稲ざ

い
日

¨̈一一くナィタ．＞̈軸

も出展します。

)日時 7月 23日 (金)17:00
～21:00 ※雨天などの理由

により変更・中止の場合あり

圃産業活性室●(56)4018

市民教碁議鹿
『トレミお琴数室』

イベント
懸 ③

ばれっとコOVO イベ)ト
固●(54)7545

☆市日でやつてんねん !菫祭りin lまれつとJOY0
)日 時 7月 23日 (金)17:00～ 20:00 )内 容 コンサー

ト、指人形づくり、手づくリゲームコーナー、なんちゃつてお

化け屋敷、模擬店ほか ※ばれつとくらぶとの共催

☆おとこの日曜塾―これがらがおもしろい第二の人生一

)日時 8月 8日 (日 )13:15～ 16:30 )内 容 定年後の

男の生き方を考える、おいしいコーヒーの入れ方を学ぶ )対
象 おおむね60歳 以上の男性 >定員 先着30人  >費用
500円  )講師 調理師 吉田清彦氏 ※おとこのわいわい日

曜塾との共催 園8月 1日 (日 )ま でにばれっと」OYOへ電話

～子どもに、日本の文化邦楽を知ってほしい～
>日時 8月 5日 ・12日・198・ 26日 のいずれも本8~2日 ※全4
回 9:30～ 11130 )場所 北部コミセン ト対象 幼児
～大人 >定員 20人 ※多数の場合抽選 >費用 4,915円
(爪・楽譜代を含む全4回分))講 師 大槻美智子氏
園7月 28日 (水)必着で、往復ハガキに住所・氏名・電話番号・年
齢・「ドレミお琴数室」と明記し、T610-0121寺 田樋尻48-19
1fR陽市文化協会へ郵送※返信用ハガキに申込者の宛先を記入
圃文化協会0(55)1210

<募集>■ ゆずの会(習宇)第 1・ 第 3金曜日9:00～

纂鱗畿薇鷲穐郎
ぽ警〕隻快戦鍔ζ呉3翔∬棚冒

(水)19:00～ 21:30 福祉センター 漱」田●(52)7754

寺田コミセンな(55)0010 FAX(55)0197 〒610‐0121寺田今堀1

サマーフェスティバル
～吹奏楽・コーラス・マジック。おゆうぎ～
8月 8日 (日 )13:30-16:00
文化パルク城陽ふれあいホール

申込不要・無料

夏休み親子社会見学

府警広報センター、府警平安騎馬隊の見学 体験騎乗
(騎乗は雨天中止)

8月 20日 (ζ〉)9:00～ 16:00

先着親子20人※小学4年生まで
の子とその保護者対象
参加費1人200円 (駐車場代ほか)

園参加費を添え来館

子ども木工数室
～きりんの鉢台、汽車ポッポ～

8月 24日 (央)13i00～ 16:00 ウッディメイト宇治

先着20人 ※小学生以上対象(保

護者同伴)材料費500円

□材料費を添え来館

ほっとシアター「沈まぬ太隅」
8月 28日 (土)13:30(開場13100)～ 15:30

先着40人 無料

圃来館(整理券配布)

○申し込みや問い合わせは、各コミセンヘ、開館日の9:00～ 17:00にお願いします
○コミセンの開館日寺聞 9:00～21:00 月・祝は休み(寺田コミセンは、月 祝の翌E3

が休み※月が祝日の場合には連体になります)

南部コミセン●(55)1002 FAX(56)6040 〒610‐0111宙野東田部70-1
やつてみよう 子ども卓球教室
7月 31日 (土)9:30～ 11:30 卓球協会 中尾貞夫氏

※小学生～高校生対象(初心者歓

迎)、 申込不要 無ヽ料

夏休み子ども手作り教室
ビーズと組の腕飾り、フェルトの髪飾り
8月 ?E3(土 )9i30～ 11:30 生野暉子氏

先着20人 ※小学生対象

材料費200円程度

園来館が電話

やつてみよう ラージボ…ル卓球
8月 883(8)9:30～ 11:30
吉岡伊三郎氏、内海きみ子氏

先着20人 (初心者歓迎)※サーク

ル加入者不Ol・ 無料

国来館か電話

今池コミセンa(56)0525 FAX(56)6041 〒610‐0117枇杷庄知原15-1
子ども料理教室～豆腐を使つた簡単ピザ～

豆腐を使つたノヾンのピザ、かばちゃのスープ
8月 7日 (土)10:00～ 12:00 ヘルスメイト城陽

先着10人※小学生対象
材料費350円 ※当日徴収

□来館か電話

名画鑑賞会「釣リバカ日誌20 ファイナルJ

8月 8日 (日 )13:30～ 15:30
申込不要 無料

休日急病診療所●(55)1112
(内科・小児科)

>場所/保健センター内 〔歯科は宇治市休日急病診療所●(39)9430〕

卜受付時間/9:50～ 11:3013:00～ 16:30 ※日曜日 祝日のみ
蛇□からそのまま飲める 安<て安全 おいしい城陽の水道水


