
（7）　市の木−梅� 市の花−花しょうぶ

問…問い合わせ　　
※詳しくはそれぞれへお問い合わ
　せください

申…申込方法

城南勤労者福祉会館 
☎（46）0688
◇ステンドグラス教室
▶日時　平成27年１月10日～
３月14日の毎週土曜日　９：�
30～12：00　▶対象　府内在�
住・在勤の人　▶定員　先着
９人（初心者３人・経験者６
人）　▶受講料　9,000円※教
材費別途　申12月10日（水）か
ら来館

地デジ難視対策の 
各種支援が終了します

　国が実施している地デジ難

視対策のための各種支援制度�
は、平成27年３月末をもって
終了します。期限までに地デ
ジ対策工事を完了するために�
は、遅くとも12月中の申し込
みが必要です。
問総務省地デジコールセンタ
ー☎0570（07）0101

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〕
▶受付時間　９：50～11：30・13：00～16：30　※日曜日・祝日のみ

伝 言 板伝 言 板

城南地域職業訓練センター� ☎（46）0688

講　座　名 期　間 曜日 時　間 回数
（回）

定員
（人）

受講料
（円）

＜パソコン講座　初心者コース＞
はじめての
エクセル（入門）

１/５
～１/19

月・水
・金 ９：30～15：30 ６ 20 15,000

12月５日（金）から来館（受講料持参）

�

12月演習場
射撃・爆破
訓練実施予定

◎休館日
開 館 時 間 休 館 日

文化パルク城陽 9：00～22：00 1日（月）・8日（月）・15日（月）
22日（月）・27日（土）～31日（水）

図書館 10：00～18：00 1日（月）・8日（月）・15日（月）
22日（月）・27日（土）～31日（水）

市民活動
支援センター

木～日曜日
9：00～17：00 月～水曜日・27日（土）～31日（水）

市民体育館 9：00～21：00 2日（火）・9日（火）・16日（火）
24日（水）・29日（月）～31日（水）

男女共同参画
支援センター
（ぱれっとJOYO）

9：00～21：00
4日（木）・11日（木）・18日（木）
24日（水）・25日（木）
29日（月）～31日（水）

◎献血
日 程 時 間 場 所

12月4日（木）
10：00～11：30 佐伯幼稚園

13：00～13：30 ワタキューセイモア㈱城陽工場

<募集>■健康体操（自彊�
術）� 毎週火曜日10：00～�
11：30　みどり集会所　井�
垣☎（44）7367　＜お誘い＞ 
■フォトサークルアイリス�
写真展　12月１日（月）～28�
日（日）／プラムイン城陽、�
平成27年１月１日（祝）～21�
日（水）／近鉄寺田駅地下通�
路ギャラリー　松村☎090�
（898）1782　＜譲ります＞ 
■剣道着・防具　Ｌサイズ
和佐田☎090（1156）6841

東部コミセン☎（55）7858　FAX（56）6037　〒610-0121寺田正道152
名画劇場「清須会議」
12月７日（日）13：30～15：50

※市民対象
申込不要・無料

子ども囲碁教室～囲碁に楽しもう!!～
12月13日（土）10：00～11：00　糸井庚代子氏

申込不要・無料

筋力トレーニング『体力向上教室』
～意識してできるウオーキング～
12月13日（土）14：00～15：30
京都テルサフィットネスクラブ

抽選24人
無料
申12月３日（水）10：00に来館抽選

人形劇場
「いぬうえくんとくまざわくん」「ひとがたくん」
12月20日（土）13：30～14：20
人形劇団京芸

※幼児、小学生とその保護者対象
申込不要・無料

子ども図書室おはなし会～おはなしいろいろ～
12月24日（水）10：30～11：00
城陽おはなしサークル

※幼児、小学生とその保護者対象
申込不要・無料

青谷コミセン☎（53）8273　FAX（56）6042　〒610-0114市辺五島７－１
おしゃれラッピング講座Ⅰ
～あはっ☆とクリスマスアレンジで～
12月14日（日）10：00～12：00　梶村恵子氏

先着15人・材料費500円
申12月２日（火）10：00から材料費�
を添え来館

みんな集まれ！ポテトでクリスマスパーティー！
～ポテトツリー＆簡単ポテトフライ～
12月20日（土）11：00～13：00
杉本　敏氏

先着20人※小学生対象
材料費500円
申12月３日（水）11：00から材料費�
を添え来館

しめなわ作り
～伝承！ねじり技～
12月21日（日）10：00～13：00　黒山武次氏

先着15人・材料費300円
申12月３日（水）10：00から材料費�
を添え来館

クリスマス人形劇『かちかち山』ほか
12月21日（日）11：00～11：50
ミニシアターまる　中島香織氏

申込不要・無料

寺田コミセン☎（55）0010　FAX（55）0197　〒610-0121寺田今堀１
食の安全教室～黒豆のお味噌を使った料理～
松風焼き、冬至汁ほか
12月19日（金）10：00～13：00　山田保子氏

先着16人・材料費800円
申12月２日（火）から材料費を添え�
来館

第38回うたごえ喫茶
～昔懐かしい青春時代の喫茶店～
12月20日（土）13：30～15：30
矢島有里氏

先着40人
参加費200円（飲み物代ほか）
申12月２日（火）から参加費を添え�
来館

ほっとシアター
「ドラえもんのび太のひみつ道具博物館」
12月21日（日）13：30（13：00開場）～15：20

先着40人・無料
申12月２日（火）から来館
※整理券配布

寺田コミセン　春まつり
～懐かしライブコンサート～出場者募集！
1960～1990年代の曲を歌ったり演奏したりする人で
ジャンルは問いません
平成27年１月31日（土）13：00～15：00
文化パルク城陽ふれあいホール

※楽器などの準備ができる人対象�
（個人・団体どちらでも可）。多数�
の場合抽選
申12月７日（日）16：00までに電話

南部コミセン☎（55）1002　FAX（56）6040　〒610-0111富野東田部70－１
南部コミセン音楽祭（吹奏楽、合唱、弦楽合奏）
12月14日（日）13：00～ 16：00
西城陽高校吹奏楽部・合唱部、アンサンブル都

申込不要・無料

子どもパン教室
～フワフワ雪だるまパン作ろう♪～
12月20日（土）10：00～ 13：00　藤井かほる氏

先着16人・材料費500円※小学生対象
申12月３日（水）から材料費を添え�
来館

冬休み『子どもダンス教室』～パフュームの「チョ
コレイト・ディスコ」のコピーダンスを踊ろう♪～
12月26日（金）13：30～ 15：00　田中有香氏

先着15人※５歳～小学生対象（未�
就学児は保護者同伴）・無料
申12月２日（火）から来館か電話

今池コミセン☎（56）0525　FAX（56）6041　〒610-0117枇杷庄知原15－１
クリスマスお楽しみ会～子どもの部～
人形劇「カレーライスがにげだした」「ほしいものなあ
に？」、マジック
12月13日（土）13：30～ 14：30　劇団どりいむほか

申込不要・無料

ロビーコンサート～イルミネーションを見ながら�
フォークソングを楽しみましょう～
12月14日（日）18：30～ 20：30
あきかぜ、ひょうたん島ほか

申込不要・無料

もち花作り教室
～紅白のもちを柳の枝につけて作るお正月飾り～
12月16日（火）13：30～ 15：30
伴トシ子氏、出口登喜子氏、森村直美氏

抽選20人
材料費500円
申12月２日（火）９：30に材料費を�
添え来館抽選

子ども映画会「アナと雪の女王」
12月21日（日）13：30～ 15：15

申込不要・無料

北部コミセン☎（55）1001　FAX（56）6032　〒610-0101平川広田67
社会保険・労務相談
12月３日（水）13：30～ 16：00　※１人30分程度
社会保険労務士　小林一郎氏

先着５人・無料
申12月２日（火）10：00から来館か�
電話

卓球教室～基本練習から～
12月６日（土）・20日（土）13：30～15：30　卓球サークル
◎ラケットなど貸し出しあり

※小・中学生対象（初心者歓迎）
運動のできる服装、運動靴で
申込不要・無料

子ども生け花教室
～クリスマスの花を生けよう♪～
12月13日（土）13：30～ 15：00
上野豊沙氏

抽選10組※幼児、小学生とその保�
護者対象。小学２年生以上の子は�
子どものみの参加可・材料費500円
申12月２日（火）11：00に材料費を�
添え来館抽選※見本あり

園芸教室～お正月用寄せ植えづくり♪～
洋風寄せ植え、和風寄せ植えから１つ
12月17日（水）10：00～ 12：00　人長佐保氏

材料費1,800円
申12月２日（火）～13日（土）に材料�
費を添え来館※見本あり

地元特産品講座～兵庫県三木市を満喫しよう♪～
乳酸菌飲料工場、エコファーム
12月18日（木）コミセン８：45集合・16：45帰館予定
※市のバス利用。雨天決行

抽選28人
参加費2,000円（昼食代ほか）
申12月２日（火）９：30に参加費を
添え来館抽選

天文教室～月とオリオン星雲を観察しよう！～
12月26日（金）19：30～ 20：15　※雨天翌日
島田　儉氏

※小学生以上対象・無料
申12月２日（火）10：00から来館か�
電話

官公署など

■射撃訓練　1日～ 18日
■爆破訓練　なし

※長池演習場は年間を通して立ち入り禁止です。
　絶対に入らないでください
問陸上自衛隊大久保駐屯地　広報室☎（44）0001（内線204・218）

　次号の「広報じょう
よう」１面特集は「登
録しましょう　介護支
援ボランティア」を予
定しています。

◆申し込みや問い合わせは、各コミセンへ　［開館時間］９：00～21：00（申込は17：00まで）�
［12月の休館日］○南部・今池・東部・青谷・北部コミセン…月・祝、29日（月）～ 31日（水）�
○寺田コミセン…１日（月）・８日（月）・15日（月）・22日（月）・27日（土）～ 31日（水）


