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生涯学習だより
郷土資料展示室
「貝塚市の指定文化財」展①

申込・問合せ先 すいてつ沿線魅
力はっしん委員会事務局(社会教育
課内)☎072－433－7205、Fax072－
433－7053、Ｅメールshiryoushitsu
@city.kaizuka.lg.jp、ID:8727

KAIFA 英語サロン
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憲法週間市民のつどい

「差別と向き合うマンガたち」

要申込

子どもの頃から慣れ親しんだマンガ。この
マンガの表現を通して、私たちは知らず知ら
ずのうちにすり込まれているイメージや価値
観があるようです。
マンガに潜む「偏見」を知ることで、差別
について考えてみましょう。講師の吉村和真
さんは「マンガを読む」ことが日常生活に定
着するまでの歴史と、そのことが人間の思想
や価値観にもたらす影響について研究し、マ
ンガ研究の社会還元を進めています。
吉村和真さん

史跡丸山古墳出土のはにわ類や
地蔵堂古墳群出土の須恵器類を中
心に、市の指定文化財を紹介しま
す。
期間 ５月15日(土)～６月27日
(日)場所 図書館２階郷土資料
展示室観覧 無料休室日 火
曜、５月31日(月)
問合せ先 社会教育課☎072－433
－7205、ID:9138

幻の「紀泉鉄道」跡と
千石堀城跡・高井城跡を訪ねて
水間鉄道清児駅と和歌山県粉河
を結ぶ予定だった「紀泉鉄道」の
跡と、千石堀城跡・高井城跡をめ
ぐる現地見学会です。
緊急事態宣言発出のため延期し
ていましたが、感染症対策をして
開催します。
日時 ５月15日(土)午後０時30
分～４時30分頃受付 午後０時
20分に熊取駅前観光案内所前行
程 熊取駅→大原口→アーチ橋・
軌道跡→千石堀城跡→高井城跡→
清児駅→まちの駅かいづか(貝塚
駅)解散定員 50人(定員になり
次第締切)費用 無料(行程中の
交通費420円は各自負担)申込
４月21日(水)午前９時～住所・氏
名・電話番号を電話・ファック
ス・Ｅメールで締切 ５月14日
(金)

初級英会話をネイティブの発音
日時 ５月14日(金)午後１時30分～(午後１時開場)
で楽しみましょう！
場所 コスモスシアター中ホール
外国人との交流をめざして、英
講師 吉村和真さん(京都精華大学マンガ学部教授・専務)
会話を学びたい参加者を随時募集
定員 120人(定員になり次第締切)
しています。
入場 無料 ※手話通訳・要約筆記あり。一時保育はありません。
一度、無料体験に来てみません
申込 住所・氏名・電話番号を、電話・ファックス・Ｅメールで
か？
申込・問合せ先 人権政策課☎072－433－7160、Fax072－433－
日時(月４回) 水曜午前10時～
7511、Ｅメールjinkenseisaku@city.kaizuka.lg.jp
11時30分 場所 市民福祉セン
ター３階会議室対象 20歳以上
講師 小寺ドリスさん費用
１カ月2,000円(初回無料)※別途、
コスモス市民講座は、市の職員をリポーターとして派遣する「市役所
かいづか国際交流協会への入会が
出前講座」です。みなさんの自主的な学習活動を支援するとともに、市
必要です(年会費2,000円)申込
政に対する理解を深め、市民一人ひとりの参加による開かれた市政の推
氏名・電話番号を電話・ファック
進を目的として実施しています。
ス・Ｅメールで
詳しくは、お問合せください。
申込・問合せ先 かいづか国際交
流協会[KAIFA]事務局(広報交流課内) ■開催できるかた
市内在住・在勤(学)で、10人以上
でお申込みください。
☎072－433－7230、Fax072－433－
の集まりであればどなたでも開催
■開催時間と場所
7233、Ｅメールkoryu@city.kaizuka.
できます。10人に満たない場合は
時間は､平日午前９時～午後９時
lg.jp
ご相談ください。
の２時間以内(これ以外の開催は要
■市民講座の内容
相談)。場所は市内で申込者が確保
1000人の演奏動画を
コスモス市民講座一覧表から選
してください。
集めています
んでください。講座一覧表および
■費用
リポーター(職員)の派遣の経費
音楽の力で、泉州から元気と勇 申込書は、社会教育課、広報交流
気を届けます！募集した1000人の 課、各公民館、図書館、貝塚病院、 および資料代は無料です。
ただし講座によっては､原材料費
演奏動画から１つの楽曲動画を作 市民福祉センター、保健・福祉合
同 庁 舎 に 設 置 し て い ま す 。 ま た 、 などを負担していただく場合があ
成し、配信します。
ります。
応募締切 ４月15日(木)午後９ 社会教育課のホームぺージにも掲
時動画配信 ４月29日(木)午後 載しています。
■申込
【申込・問合せ先】 社会教育課
７時～８時
開 催 予 定 日 の ３ 週 間 前 ま で に 、 ☎072－433－7125、Fax072－433－
問合せ先 (公社)貝塚
申込書を社会教育課か担当課へ持
7053、Ｅメールshakaikyoiku@city.
青年会議所☎072－439
参・電話・ファックス・Ｅメール
kaizuka.lg.jp
詳しくはこちら
－0118

★４月号イベントカレンダー

コスモス市民講座

(

)内は掲載頁

４月 ３日(土) おはなし会(14)
12日(月) えーる親子あそび塾(6)※全6回
13日(火) リズムを楽しもう(6)※5月11日も
17日(土) フアフアクラブ(12)※全4回 二色の浜潮干狩り(14)※6月6日まで
春のファミリーキャンプ(15)
18日(日) 映画会(14)
21日(水) 絵本大好き！レインボーの読み聞かせ(6)
24日(土) 絵本でいただきます「みんなが絵本の主人公」(15)※25日も
27日(火) 親子教室「わくわく」(6)※全6回
29日(木) 奥貝塚バーベキューガーデン春のガーデンイベント①(15)
５月１日(土) 春の星座観察会(14) おはなし会(14)
７日(金) ノルディックウォーキングで健康寿命をのばそう(12)※全7回
８日(土) ﾌﾟﾚｰﾊﾟｰｸ(12)※9日も つげさんの誕生日ﾒｯｾｰｼﾞ展示(14)※30日まで
９日(日) 市民民踊まつり(12)
11日(火) ママの手作りおもちゃで遊ぼう(6)
14日(金) 憲法週間市民のつどい(15)
貝塚市の指定文化財展①(15)※6月27日まで
15日(土)
幻の「紀泉鉄道」跡と千石堀城跡・高井城跡を訪ねて(15)
16日(日) Spring Jazz Concert(12) クラシックコンサート(12)
18日(火) シニア世代の筋力アップ講座(12)
19日(水) 小児看護の基礎知識(6)
22日(土) 小学生バレーボール講座(13)※全9回 硬筆・毛筆講座(13)※全42回
６月１日(火) おや子教室(12)※全8回

府立少年自然の家
申込・問合せ先 ☎072－478－8331

春のファミリーキャンプ
テントの張り方、火のつけ方な
ど、初めてでも大丈夫！みんなで
体験してみよう♪テント泊が不安
なかたも大丈夫！当日でも宿泊棟
へ変更できます。
春の自然の中で、ゆったりとし
た時間を家族で過ごしましょう！
日時 ４月17日(土)午後１時～
18日(日)午後３時対象 子ども
を含む家族費用 大人(高校生以
上)9,500円・小人6,500円(宿泊
費・食費・保険料含む)、３歳未満
700円(食費別)

絵本でいただきます
☆みんなが絵本の主人公☆
絵本に出てくる料理を実際に作
ります。メニューはホームページ
をご覧ください。
日時 ①日帰りコース ４月24
日(土)午後１時～４時、25日(日)

午前10時～午後２時②宿泊コース
４月24日(土)午後１時～25日(日)
午後２時対象 幼稚園年中～小
学３年生を含む親子費用 ①両
日とも親子ペア2,500円(参加者一人
追加につき大人600円、小人400円、
３歳以下100円、25日のみ追加昼食
代一人につき350円必要)②大人6,000
円、小人5,000円、３歳以下500円

奥貝塚バーベキューガーデン
春のガーデンイベント①
第１回目は季節ものである竹を
使って、竹食器を作りタケノコご
飯を炊きます。
日時 ４月29日(木)午前10時～
午後３時対象 小学生を含む家
族費用 親子ペア4,000円(参加者
一人追加につき大人1,500円、小人
1,200円、３歳以下100円必要)

