９０・８３６８・３５４９

ズ︶を使って足指や足底筋
膜を鍛える︒参加５００円︒
講師は大阪経済大学・理学
療法士の髙井逸史さん︒０

泉北初︑フロッグハンド
︵足指用トレーニンググッ

なんやかんやのイベント情報満載

赤坂台地域会館で 日２時〜

４月６日 時半〜 時︑
いずみがおか広場前の﹁チ
ャイナ厨房じゅらく﹂で﹁泉
北キッズアドベンチャー・
手作り餃子職人体験﹂を開
催︒中華料理店の職人から
餃子作りを学ぶ︒体験終了
後︑試食︒小学生以上対象︑
定員 人︵応募多数の場合
抽選︶︒参加費５００円︵材

４月７日１時〜２時半に
クラフト教室︒テーマは木
枝の輪切り使った工作︒１

＊
堺自然ふれあいの森

木の輪切りで工作

時から夜９時まで︑電話の
み︶︒
０７２・２９６・１７
１７

＊
４月７日
泉北野鳥の会
は石川
︵河
内長野︶で探鳥会︒９時に
近鉄河内長野駅改札前︒雨

７日は石川で

天中止︒弁当・水筒・雨具・
観察用具持参︒参加費２０
０円︵会員１００円︶︒炭田
さん０７２・２２０・０４
７９

６日にプログラ
＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝

ミングで遊ぼう
４月６日 時〜 時︑い
ずみがおか広場で﹁泉北キ
ッズアドベンチャー・ micr
で自由に遊ぼう！﹂を
o:bit
開催︒工作×プログラミン

２時〜４時︑狭山池博物館
で講演﹁弥生時代の淡路島

に何が起こったのか﹂を開
催︒講師・森岡秀人氏︒入
館無料︒参加費千円︒西田

さん０７２・２９７・１９
４８︑西川さん０９０・３
８４７・１４７６

泉北高吹奏楽部

がコンサート

栂文化で 日
日︑泉北高校吹奏楽部

グのワークショップで︑自 の第 回定期演奏会が開催
料費︶︒
４月５日締め切り︒ 分で作った工作を
される︒栂文化会館大ホー
micro:bit
申し込みはｗｅ ｂサイトか でプログラミングして動か ルで 時半開場︑
１時開演︒
ら︒
す︒参加費無料︒４月５日 入場無料︒曲目はＳＥＤＯ
https://goo.gl/forms/
締め切り︒申し込みはＷＥ ＮＡ︑オリエント急行︑吹
7VBaJw57AfbVIVxrI
Ｂサイトから https://conn 奏楽のための犬夜叉︑宝島
pass.com/event/122436/ など︒部員による企画ステ
ージ﹁おいでよ！どうぶつ
狭山博物館で 日
の音楽会﹂も︒泉北高校吹
奏楽部０７２・２９７・１
０６５

泉ヶ丘で小学生以上

６日に餃子作り

ス脳力なども測定︒

ガーデンコンサート
節﹂
︑
クロマティックハーモ
ニカ奏者の斎藤正勝さんは
﹁オブラディオブラダ﹂﹁悲
しい酒﹂﹁星に願いを﹂を演
奏︒先着１００人に花苗プ
レゼント︑抽選会も︒

健康寿命を
延ばす体操
桃山台で 日
４月 日 時〜 時半︑
桃山台近隣センターのスー
パーＱ Ａ２階で﹁イスに座
って健康寿命を延ばす体操﹂
を行う︒血管年齢やバラン

30

﹁心の病気﹂
を

高倉台で９日

＊
すえむら狭山
歴史講座
塾が４月 日

の病気﹂︒参加費千円︒ハッ
ピーポート中口さん０７２・
２９３・５４２５︑小林さ
ん０８０・１４８７・８５
５８

小説﹃紅楼夢﹄を
＊
４月
泉北中国語朗読会
９・
日午後６時〜７時︑南図
書館３階で例会︒テキスト
は小説﹃紅楼夢﹄より朗読
翻訳︒会費なし︒見学歓迎
︵ピンインを読める人︶︒直
接会場へ︒問い合わせは佐
藤さん０７２・２９３・１
５９７

気功の講習会
栂文化で４月 日
毎月第２水曜日︵４月は
日︶９時半〜 時半︑栂

32

文化会館第１講座室で︑泉
北気功会が無料講習会﹁井
戸端ダンギ﹂を開いている︒
﹁健康と気功に関する問題
に何でもお答えします﹂と
導引養生功日本総本部顧問
の岡田千鶴さん︒ 時半〜
時の気功教室にも体験参
加可︒上野さん０７２・２

12

４月 日２時〜４時︵
時半開場︶
︑
赤坂台地域会館
２階で﹁フラワーガーデン
コンサート﹂を開く︒
みなみ花咲くまちづくり
推進協議会・赤坂台花くら
ぶ主催︒森岡政五郎さん・
谷敬子さん・武京子さんか
ら成る﹁もんたった﹂は﹁ア
イノカタチ﹂﹁愛の讃歌﹂﹁ア
イネクライネナハトムジー
ク﹂﹁小さな靴屋さん﹂
︑
ギタ
ー弾き語りの成瀬敏彦さん
は﹁ Let it be
﹂
︑ギター弾き
語りグループ﹁ＧＰＳポロ
ロン﹂は﹁太陽がくれた季

﹁メサイア﹂を歌う人募る
作る︒

４４・００６６

木曜に太極拳

作品につき 円要︒開催時
間中に森の館で受け付け︒
問い合わせ０７２・２９０・

ア﹂の魅力に取りつかれる
人が多い︒同合唱団では２
年に１度︑定期演奏会を行

の入門コース
っており︑次回開催は 年
９月に予定︒﹁メサイア﹂を
歌いたい人なら︑どなたで
も歓迎︒プロの指導者が丁
寧に教えてくれる︒一緒に
﹁メサイア﹂を歌いません
か︑と︒

14

100人に花苗を

０８００
鴨谷体育館で５月〜
鴨谷体育館で毎週木曜日
に初心者対象の﹁太極拳入
門コース﹂を開催︒５月９
＊
４月９日
日〜６月６日までの５回コ
まなぶデイ
ふ
〜 時︑風
ース︒１時〜２時︒料金４
ら り
５００円︵税込︶︒定員 人︒ 来里︵高倉台２丁２番Ｂ棟
４月 日から受け付け︵９ １０３号︶で︒テーマは﹁心

慣れるまで歌い方に苦労
するが︑大勢で奏でる何と
もいえない美しい﹁メサイ

時半〜８時半︒団費は月３
５００円︒問い合わせは団
長の石田さん０８０・８３

プロが指導︑和泉の合唱団
﹁和泉メサイア合唱団﹂
が︑団員を募集している︒
同合唱団は︑ヘンデル作曲
の﹁メサイア﹂を歌い継ぐ
ことを主目的とする混声合
唱団︒﹁メサイア﹂は全 曲
からなる超大作で︑﹁ハレル
ヤコーラス﹂は特に有名︒
﹁メサイア﹂の特長は︑﹁ポ
リフォニー︵多声音楽︶
﹂
の
合唱曲であること︒﹁ポリフ
ォニー﹂は︑主旋律のパー
ト︑伴奏のパートといった
区切りがなく︑どのパート

10

13

11

30

９７・５７５４
＊
４月
記録映像上映会
日 時

13

０７２・２３６・３３５７

考え︑語り合う︒問い合わ
せは昭和の庶民史を語る会

を見ながら昭和史を学び︑

開催︒﹁太平洋戦争︵４ミッ
ドウェー海戦︶﹂の記録映像

から︑堺市立東文化会館︵北
野田駅近く︶で﹁昭和史を
考える記録映像上映会﹂を

11

10

練習は双百合幼稚園︵唐
国町︶で︑毎週金曜午後６

12

10

13

13

も独立した主旋律を歌い︑
絡まりながら一つの音楽を

10

50

12

10

11

14

10

11

10

1

53

12

10

13

20

23

10

10
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