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題字：和泉市長　辻 宏康

和泉市生涯学習情報誌



和　泉　市　連　合　婦　人　会

パソコンクラブ 無料体験教室 可愛い寄せ植えをつくりませんか？ 

和泉市連合婦人会　会長直通電話　０８０-６２０８-５３１４

平成23年度　総合テーマ

未来へつなげよう ひろげよう 婦人の輪 ～皆で考え行動しよう～
チャリティバザーへのご協力
ありがとうございました！
チャリティバザーへのご協力
ありがとうございました！

東日本大震災チャリティバ
ザーを開催いたしました。
売上金は、和泉市を通じて
被災地へ送金いたしまし
た。出品・ご来場いただき
ました皆様、ありがとうご
ざいました。

Lフェスティバルを
開催しました！

Lフェスティバルを
開催しました！

和泉シティプラザの弥
生の風ホールにて第3
回和泉市連合婦人会文
化祭「いずみLフェス
ティバル」を開催しま

した。三連休にもかかわらず、多くの方にご来場いた
だき、誠にありがとうございました。

和泉市連合婦人会の行事をご案内します！是非ともお越しください！

事前申込が必要です！下記までご連絡ください！
※親子のつどい以外は、基本的にご婦人が対象になりますのでご注意ください。

11月 19日（土）
14時 30分～ 16時 30分
和泉シティプラザ　3階
レセプションホール

親子のつどい

第 2・4水曜日
10時～ 11時 45分
和泉市コミュニティセンター

一緒に歌いましょう♪ 

12 月 9日（金）国華園
10日（土）和泉市コミュニティ

　　　　　　　　　　　　センター
　　　どちらも 11時～

第 2・4月曜日
10時～ 15時
池上太鼓練習場
（府立弥生博物館　横）

和太鼓 叩きませんか？

第 1・3木曜日
13時～ 14時 30分
和泉市コミュニティセンター

ゆったり運動してみましょう？

婦人会活動やクラブ活動に興味のある方を募集し
ています。お気軽にお問い合わせください。

10月 16日（日）
9時 30分～ 11時 30分
和泉シティプラザ　4階
　　　　　IT 学習室A・B

イラスト飾り文字を使っての簡単な
文章作成などをします。

太鼓クラブ

太極拳クラブコーラスクラブ

2

2011.10� No.7（和泉市生涯学習情報誌）



「住んでみたい街」をめざして　【鶴山台南校区の活動】

　当地域、鶴山台団地は、JR 阪和線の北信太駅より東へゆるやかに坂を登って約 2km。信太

山丘陵北西端に位置する、約 4000 世帯の住宅地です。団地内には鶴山台南小学校、鶴山台北

小学校、信太中学校の 3 校があります。

　信太山丘陵は、自然いっぱいの地域で約 300ha の広さがあり、その大半が戦前は陸軍、戦

後は自衛隊の演習場として利用されています。そうした歴史もあり、里山自然環境が奇跡的に

残され、大阪府を代表する生物多様性が豊かな地域となっています。

　地域には 14 の単位自治会と、各種団体があります。地域が一体となって「安全・安心の街

づくり」をめざしています。「健康カーニバル」、「クリーン作戦」、「鶴山台夏祭・秋祭」、「餅

つき大会」など、地域の代表的な行事は 12 ほどあり、各団体が互いに協力し合っています。

青少年指導員としての単独の行事はあまりありませんが、夏、冬のパトロール以外に、防犯委

員の皆さんと月に 3 回のパトロールを計画しています。

　年々、高齢化が進行し、毎年のように「行事の縮小」が話題になります。残念なことです。

高齢社会であってもそれなりの参加、支援、協力はできるはずで、それが必ずや青少年の社会

教育（健全育成）につながるものと確信します。青少年指導員の心得にあるように、子どもの

近くにいても、子どもとの心のふれあいがなければ、身近な相談相手として子どもは心を開い

てはくれません。いかめしく構えるよりも、近くのおっちゃん、おばちゃんとして親しく接し、

「声をかける」「耳を傾ける」を基本に努力し、すべての活動に前向きに行動したいものです。

皆さんの参加と交流を望みます。

（鶴山台南校区理事 : 加藤 三男）

和　泉　市　青　少　年　指　導　員　協　議　会

夜間パトロールへ出発（自治会館前）
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和　泉　市　P　T　A　協　議　会
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第48回南画展を和泉市コミュニティセ
ンターで開催しました。会員募集中です。
日時：第1木曜日 9～17時
　　　第1日曜日13～17時
場所： 和泉市コミュニティセンター
問：（43）2619　棚川

第48回南画展を和泉市コミュニティセ
ンタンターでーで開催開催開催しましましたした 会。会会員募員募員募集中集中集中ですです。

　南　　画 （美術部会）

和泉野窯会の仲間が、久保惣美術館と協力して、市民の皆様と一
緒に楽しめる野外展示、陶器市、体験教
室など「陶器フェスタ」を実施します。
日時：10月29日（土）10～ 16時
場所： 久保惣美術館西側公園　他
問　：（53）0752　高原

問：（43）2619　棚川

和泉野窯会の仲間が、久保惣美術館と協力して、市民の皆様と一
緒に緒に緒に楽し楽し楽しめるめるめる野外野外野外展示展示展示 陶、陶、陶器市器市器市 体、体、体験教験教験教

　陶　　芸 （美術部会）

和泉市書道連盟は、平成23年6月
に25周年記念展を開催しました。
会員は各会派・社中に所属しており、
会員同志の和をモットーに書の研鑽
に励んでいます。会員募集中です。
問：（99）0457　北野

問　：（53）0752　高原

和泉市書道連盟は、平成23年6月
ににに252525周年周年周年記念記念記念展を展を展を開催開催開催しましましましたしたした。。

　書　　道 （美術部会）

☆暮らしに緑を！ ☆生活様式の変化に伴い、近頃は小型盆栽や
苔玉に人気があります。可愛い花や、癒しの緑
を身近に楽しみませんか。只今、会員募集中！
日時：第1日曜日13時～
場所： 和泉市コミュニティセンター
問　：（41）5584　奥田

問：（99）0457　北野

☆暮らしに緑を！ ☆生活様式の変化に伴い、近頃は小型盆栽や
苔玉苔玉苔玉に人に人に人気が気が気がありありありますますます 可。可。可愛い愛い愛い花や花や花や 癒、癒、癒しのしのしの緑緑緑

　盆　　栽 （美術部会）

自由に表現し、世界に一枚の絵を描
いてみませんか。只今、会員募集中！
日時：第２・第３月曜日 
　　　　13時15分～ 17時
場所： 和泉市コミュニティセンター
問　：（41）5976　脇田

問　：（41）5584　奥田

自由に表現し、世界に一枚の絵を描
いていていてみまみまみませんせんせんかか。か。只今只今只今 会、会、会員募員募員募集中集中集中！！！

　洋　　画 （美術部会）

オンリーワンの作品に挑戦しています。その他バイアス編・魔
法の１本針・かぎ針でビーズのアクセサ
リーもしています。只今、会員募集中！
日時：第1・第３火曜日 13 ～ 16時
場所： 和泉市コミュニティセンター
問　：（45）6146　岩尾

オンリーワンの作品に挑戦しています。その他バイアス編・魔
法の法の法 １本１本本針・針・針 かぎかぎ針で針で針 ビービーズのズのアクアクセサセサ

　編 み 物 （美術部会）

墨の濃淡だけで描く世界、手軽に
描ける水墨画。あなたも楽しく習っ
てみませんか。只今、会員募集中！
日時：第1・第3水・金曜日13～16時
場所： 和泉市コミュニティセンター
問　：（54）2613　上野

問　：（45）6146　岩尾

墨の濃淡だけで描く世界、手軽に
描け描け描ける水る水る水墨画墨画墨画 あ。あ。あなたなたなたも楽も楽も楽しくしくしく習っ習っ習っ

　水 墨 画 （美術部会）

日記代わりに短歌を作ってみませんか。少人数ですが優し
い楽しい時間を持っております。
只今、会員募集中！
日時：奇数月の第4日曜日13～16時
場所：和泉市コミュニティセンター
問　：（41）7954　山下

問　：（54）2613　上野

日記代わりに短歌を作ってみませんか。少人数ですが優し
い楽い楽しいしい時間時間を持を持ってっておりおりますます。

　短　　歌 （文芸部会）　短　　歌 （文芸部会）

会員の作品集「和泉俳句年鑑 第7」は国立国会図書館や府
立中之島図書館、和泉市の各図書館に
て閲覧出来ます。只今、会員募集中！
日時：第1日曜日13～ 17時
場所： 和泉市コミュニティセンター他
問　：（45）2982　酒井

問　：（41）7954　山下

会員の作品集「和泉俳句年鑑 第7」は国立国会図書館や府
立中立中之島之島図書図書館館、和泉和泉市の市の各図各図書館書館にに

　俳　　句 （文芸部会）　俳　　句 （文芸部会）

「こどもNPOセンターいずみっ子」は、未就園児から大人まで
体験活動を通じ共に育つ社会を創り出
す会です。「何でもありコンサート」
日時：12月25日（日）13時30分～
場所： 和泉市コミュニティセンター
問　：（54）2194  法橋

問　：（45）2982　酒井

「こどもNPOセンターいずみっ子」は、未就園児から大人まで
体験体験活動活動を通を通じ共じ共に育に育つ社つ社会を会を創り創り出出

　観　　劇 （芸能部会）　観　　劇 （芸能部会）

和　泉　市　文　化　協　会
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奈良県柳生街道の15キロの道のりを、自然とふれあいな
がら、リーダークラブのみなさんと一緒に歩きました。

7月17日（日）、光明池緑地運動施設、光明台南小学校、
光明台北小学校のグラウンドにおいて、各小学校区代表
のチームが熱戦を繰り広げました。

8月28日（日）、聖神社土俵において、34名のこども力士
が熱戦を繰り広げました。

ファミリー歩こう会

第38回スポーツ大会

第31回わんぱく相撲大会

地 域 こ ど も 会 に 加 入 し て 市 こ 連 行 事 に 参 加 し よ う !

平成23年度 行事の紹介

ソフトボール代表チーム
優　勝　阪本町こども会
準優勝　伯太こども会
第３位　国府キッズ
第３位　鶴山台フレストきっず
　　　　幸シーサーズ
　　　　室堂こども会ソフトボール部
　　　　万町こども会
　　　　和気スターズ
　　　　伏屋町こども会
　　　　黒鳥連合こども会
　　　　ブラックファイターズ
　　　　光明台南ソフトボール
　　　　北松尾スポーツクラブ

キックベースボール代表チーム
優　勝　鶴北ウインズ
準優勝　信太こども会KBC
第３位　伏屋町こども会
第３位　阪本町こども会
　　　　光明台キックベースボール
　　　　黒鳥連合こども会
　　　　北松尾こども会
　　　　南池田校区連合
　　　　伯太こども会
　　　　和気エース
　　　　室堂こども会キックベースボール部
　　　　緑ヶ丘こども会
　　　　横山ファイターズ

優　勝　幸シーサーズB（幸校区）
準優勝　伯太子ども会A（伯太校区）
第３位　幸シーサーズA（幸校区）
第３位　伯太子ども会B（伯太校区）

団体戦の部
優　勝　和田　優貴（鶴山台北校区）
準優勝　小川　　凌（伯太校区）
第３位　嘉藤　匠馬（伯太校区）
第３位　西岡　輝樹（信太校区）

個人戦中学年の部

優　勝　西田　　耀（幸校区）
準優勝　米田　龍世（信太校区）
第３位　嘉藤　暖大（伯太校区）
第３位　津留　亮介（伯太校区）

個人戦低学年の部
優　勝　西端　涼介（伯太校区）
準優勝　西　　駿希（伯太校区）
第３位　荒木　善仁（信太校区）
第３位　茅沼　佑岳（幸校区）

個人戦高学年の部

優　勝　中野　旭葵（幸校区）
準優勝　山本　弥空（幸校区）
第３位　山本明日美（信太校区）

女子の部

和　泉　市　こ　ど　も　会　　和泉市こども会育成連絡協議会
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和泉市こども会リーダークラブ

かつらぎ町交流キャンプをしました
みなさんこんにちは。
本年度も和泉市・かつらぎ町友好都市こども会交流会を開催しました。
今回36名の子どもたちが、和泉市立青少年の家（槇尾山町）に集まり、
焼き板作りやグリーンランドでオリエンテーリングを行いました。

子どもたちの感想

グリーンランドで

いっぱい遊びました！

はじめは緊張したけど、

みんなと仲良くできました。

小４　男の子

キャンプファイヤーでした

ゲームがおもしろかったです。

小６　女の子

サインいっぱい集めれた！

小４　女の子

和泉市こども会リーダークラブでは、子どもたちと

楽しく活動してくれるリーダーを大募集中です！！！

詳しくは下記のメールアドレスにお問い合わせください！！

izumijuniorleader@yahoo.co.jp
リーダー募集

子どもたちの感想
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この情報誌は、「和泉市生涯学習情報誌の発行に関する要綱」に基づき、
和泉市文化協会・和泉市青少年指導員協議会・和泉市こども会育成連絡
協議会・和泉市こども会リーダークラブ・和泉市連合婦人会・和泉市
PTA 協議会からの選出による委員のみなさんとともに編集・校正を行い、
印刷業務の一部を外注して、作成しています。

 （72,000 部作成、一部あたりの単価は約 9.47 円です）

和泉市教育委員会事務局生涯学習部生涯学習課
  　　　　〒 594-8501  和泉市府中町二丁目 7 番 5 号
  　　　　　　電話　0725-99-8161
  　　　　　　Mail　shougai@city.osaka-izumi.lg.jp
  　　　　　　発行日：平成 23 年 10 月 1 日

発行・問合せ

生涯学習課からのお知らせ

●和泉市民文化祭こども絵画展 作品募集
【対　象　者】和泉市在住で市外に在学（園）している幼稚園児〜中学生

※市内の小中学校・幼稚園に通っている人は、各校園で選出され
た人が出展されますので申込ができません。但し、本会絵画展
に出展しない私立幼稚園に通園している人は申込ができます。

【開　催　日】11月12日（土）、13日（日）両日とも10:00〜16:00
【搬　入　日】11月11日（金）15:00〜18:00
【搬　出　日】11月13日（日）16:30〜18:00
【場　　　所】和泉シティプラザ　3階　レセプションホール
【出　展　料】無料
【注　　　意】①1人1点（四つ切りサイズまで）②過去に発表したことがある作

品は不可③著作権のあるイラスト、キャラクター等を使用する場
合は、事前に作者の承諾を得てください。

【申　　　込】出展申込書に必要事項を記入のうえ、10月3日（月）から10月25
日（火）まで<郵送の場合は必着>に、定数40点に達するまで生
涯学習課で受付。

　　　　　　〒594-8501　和泉市生涯学習課「こども絵画展」係

●2012年はたちのつどい（成人式）　※式典形式で実施。

【日　　　程】平成24年1月9日（月･祝）　各会場45分程度
【時間及び場所】①和泉シティプラザ弥生の風ホール　12:00開始
　　　　　　（和泉市いぶき野五丁目4番7号　℡0725-57-6661）
　　　　　　主に石尾・北池田中学校区域の人
　　　　　　②和泉シティプラザ弥生の風ホール　14:30開始
　　　　　　（和泉市いぶき野五丁目4番7号　℡0725-57-6661）
　　　　　　主に南池田・光明台・槇尾・南松尾中学校区域の人
　　　　　　③和泉市立人権文化センター　　　　10:00開始
　　　　　　（和泉市伯太町六丁目1番20号　℡0725-44-0030）
　　　　　　主に和泉・郷荘・信太・富秋中学校区域の人
　　　　　　※会場割りはあくまでも目安ですので、どの会場にお越しいた
　　　　　　　だいても結構です。

【対 象 者】平成3年4月2日〜平成4年4月1日の間に生まれた人

●平成24年度　留守家庭児童会（仲よしクラブ）の入会申請
保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校1〜3年生の児童を保育します。

【実 施 場 所】市内の小学校（南横山、幸を除く）
【開 設 時 間】平日 放課後〜18:00、夏休み等 9:00〜17:30、土曜日 9:00〜17:00
【会　費　等】会費5,000円/月、必要経費1,500円（おやつ代等）/月、保険代600円/年
【申　　　請】申請書類を記入のうえ生涯学習課に提出
【申請書類配布場所】和泉市役所3号館1階生涯学習課窓口、各仲よしクラブ、
　　　　　　和泉市ホームページ（平成23年11月1日（火）から配布）
　　　　　　※新1年生の方には、就学時健診時に会場でも配布

【申 込 期 間】〜平成24年1月31日（火）
※ 申込方法等の詳細については、関係書類等を必ずご確認ください。

●げんきっ子プラザ
以下の11校区において、子どもの安全で安心な活動場所を確保するために、主
に地域が主体となってソフトボール・料理教室等様々な活動を実施しています。

【実 施 校 区】国府、鶴山台北、鶴山台南、芦部、南横山、緑ヶ丘、幸、黒鳥、
　　　　　　青葉はつが野、信太、光明台南、光明台北（平成23年9月現在）

【対 象 者】上記実施校区に在住の子ども
【実 施 場 所】原則当該学校の敷地内
【実 施 日 時】校区による
※校区によっては、保険等の関係で年度途中の参加ができない場合もあります
　のでご了承ください。

●いずみの国 太鼓クリエイション2011
【日　　　時】1部：12月3日（土）15:00開始/2部：4日（日）11:00開始/
　　　　　　3部：4日（日）16:00開始

【場　　　所】和泉シティプラザ「弥生の風ホール」
【入　場　料】500円/枚　　※11月6日（日）より、和泉シティプラザ
　　　　　　生涯学習センターにて発売開始（全席指定）

【主　　　催】いずみ太鼓振興事業連絡協議会　
【　　問　　】090-1028-6852（代表：深川）

◆式典
日　　程 時　間 内　　　　　容

11月 3日
（木・祝）

12:45 オープニング・合唱

13:00 式典　文化功労賞贈呈　など

14:00 アトラクション・詩吟・民舞踊

◆展示部門
日　　程 時　間 内　　　　　容

10月 21日（金）
〜 23日（日）

10:00〜
17:00

短歌・ふるさと研究会・編み物・
陶芸・木彫り・日本画・水墨画・
押し花・その他

10月 28日（金）
〜 30日（日）

10:00〜
17:00

ちぎり絵・洋画・俳句・いけばな・
写真・南画・俳画・盆栽・その他

11月
がつ

3 日
にち

（木
もく

・祝
しゅく

）
〜 6日

にち

（日
にち

）
10:00〜
17:00

書道（一般・児童）・国際交流・
かつらぎ町作品・読

よ

み書
か

き・その他

11月 12日（土）
〜 13日（日）

10:00〜
16:00 PTA作品展・こども絵画展

※開催場所はいずれも和泉シティプラザ 3 階にて（最終日は午後 4 時まで）
※ 3 日のみお茶席あり（有料 :300 円 /15:00 迄で数に限りがあります）

◆演技部門
日　　程 時　間 内　　容 場　　　　所

10月 2日（日） 9:00 俳句大会 和泉市コミュニティセンター中集会室

10月 23日（日） 9:00 詩吟発表会 和泉市コミュニティセンター多目的ホール

10月 30日（日） 13:00 演劇フェスティバル 和泉シティプラザ「弥生の風ホール」

11月 3日
（木・祝）

15:00/
18:00 ★フラメンコ 和泉シティプラザ　リハーサル室

11月 5日（土） 13:00 市民ステージ 和泉シティプラザ「弥生の風ホール」

11月 6日（日）

9:00 謡曲発表会 和泉市コミュニティセンター大集会室

13:00 ★社交ダンス 和泉市立人権文化センター

14:00 交響楽団定期演奏会 和泉シティプラザ「弥生の風ホール」

11月 13日（日） 13:00 PTA研究大会 和泉シティプラザ「弥生の風ホール」

11月 19日（土） 14:00 史談会 和泉市コミュニティセンター中集会室

11月 27日（日）
13:00 合唱祭 和泉シティプラザ「弥生の風ホール」

14:00 つるの会講演会 鶴山台自治会館

12月 3日（土） 15:00
★太鼓クリエイション
※下記詳細参照 和泉シティプラザ「弥生の風ホール」

12月 4日（日） 11:00/
16:00

※★印のイベントは有料です。太鼓クリエイション、フラメンコは和泉シティプラザ（生涯学習セン
ター）でチケット販売

※社交ダンスに参加される場合は参加当日現地にて 500 円必要（申込不要 / 見学のみは無料）

〜 第 55 回　和泉市民文化祭 〜

この情報誌のご意見・ご感想をお寄せください。
Mail　shougai@city.osaka-izumi.lg.jp


