なんやかんやのイベント情報満載
司法書士の

会は第１部が︑お笑い理学 地域会館０７２・２９７・
療法士の日向亭葵さんによ ５１２６
る﹁笑涯現役で美しく！﹂︒
﹁男性 脳・女性 脳 ﹂
想像力を使う落語と体を使
うリハビリを組み合わせた

＝

＝

＝

日 〜
ふ ら り
時︑風来里

日

前対策としてなぜ家族信託
が注目されているのかを学

＝

スト︑前川裕美さんによる
トーク＆コンサート﹁夢見

性脳・女性脳﹂︒参加費千円︒
ハッピーポート中口さん０
７２・２９３・５４２５︑

︵高倉台２丁２番２号Ｂ棟
１０３号︶で︒テーマは﹁男

日

る力を信じて﹂︒問い合わせ
は同法人 ・６８６９・５
６９５

コンサート
日 時半〜 時︑新檜
尾台地域会館で音楽愛クラ
ブ主催のふれあいコンサー
トが開かれる︒ストレイパ
パーズのメンバーからなる
﹁男性カルテット・リンク
ス﹂︑西嶋幸子さんらの﹁ビ
タミーナ﹂が出演︒無料︒

＊
日
泉北軽登山クラブ
に大
文字山・如意ヶ岳・長等山︒
初級︵中級寄り︶︒会員外の
人は事前に連絡を︒田代さ
ん０９０・３２８１・５９
０３

大文字山など

小林さん０８０・１４８７・
８５５８

＊
まなぶデイ

＝

新檜尾台で

ゆ み

を高倉台で

無料セミナー

運動療法・エアリハで︑脳
と姿勢の 歳若返りを目指

・

は大阪泉北合同事務所︵和
泉市伏屋町︶で無料個別相
談会あり︒０７２５・
６０２５

ん

日

ミサ曲を歌いませんか
堺フロイデ合唱団が仲間募る

ぶ︒無料︵事前予約制︶
▽第１部＝２〜３時半に

充実した活動を続けている︒

イントと家族信託の利用﹂
を開催︒〝相続法〟が約 年
ぶりにどう変わるのか︑生

健康に老いるために
ファインプラザで講演会

姉妹でソプラノ二重唱

さ

今村雅子さん︒入場無料︵入
館料別途要︶︒
１時半から整

久保惣で７日︑森河 さ・
津田
ん
姉妹そろってソプラノ歌

盟﹁音の和﹂代表を務め︑
地域での音楽活動に力を注

理券配布︑先着１２０人︒
︹浅利︺

サークル紹介や

いでいる︒
コンサートは︑好評だっ
た昨年同様に幅広いジャン

す︒第２部は盲目のピアニ

堺フロイデ合唱団が来年
﹁聖チェチリア・ミサ﹂
は素朴な信仰の喜びにあふ

先着２００人︵お土産付き︶
︒
同協会は幸せに老いる︵＝
幸齢︶社会を目指そうと︑
けいもう
健康長寿の啓蒙活動やシニ
アゴルフ・ボランティア活
動などを行っている︒講演

ビッグアイで 日
日２時〜４時半︑ビッ

秋に開く演奏会に向けて︑
グノーの﹁聖チェチリア・
れた明るい作品︒作曲した
グノーはオペラや﹁アヴェ
マリア﹂などの宗教曲で知
られる︒﹁心が洗われるよう

ＮＰＯ法人﹁幸齢社会づ
くり協会﹂が 日１時〜３
時半︑ファインプラザ大阪
で講演会﹁シニアが健康で
自分らしく生きるための知
恵探し﹂を開く︒参加無料︒

生活習慣病を

予防しよう

﹁生前にできる財産管理の
方法﹂▽第２部＝３時 分
〜４時 分に﹁生命保険信
託の活用事例﹂︒
９月 日に

ミサ﹂を一緒に歌う仲間を
新たに募集している︒
同団は﹁第九﹂を歌う合
唱団として１９７８年に発
な珠玉の作品です︒初心者
大歓迎︑歌う楽しさを一緒
に味わいましょう﹂と参加
を呼び掛けている︒
練習は堺会場
︵堺東周辺︶
毎週火曜夜６時 分〜８時
分︑栂文化会館会場は毎
週木曜 時〜 時︒入団費
千円︑月団費５千円︒楽譜
代実費︒
問い合わせ０７２・
２７２・７７４４
大科学Ｃ５棟 地域連携室
﹁ウォーキング﹂係まで往
復はがきまたはメール︵Ｐ
Ｃまたはスマートフォンか
ら︶で申し込みを︒ 日必

グアイ小研修室５で第 回
司法書士によるセミナー﹁聞
いて得する 相続法改正ポ

足︒これまで様々な名曲に
取り組み︑昨年 月には栂
文化会館ホールで創立 周
年記念コンサートを開催し
た︒また︑８月には開館を
控えたフェニーチェ堺大ホ
ールで市民団体先行利用の
コンサートを実施︒守屋博
之さんの指揮で︑オーケス
トラと共にモーツァルトの
レクイエムを披露するなど︑
千円︒定員 人︒
希望者は︑氏名︵ふりが
な︶
・年齢・郵便番号・住所・
電話番号・講座を知ったき
っかけを記入し︑大阪府立

10

着︒〒５９９ ８５３１ 中
﹂が１周年を迎え感謝祭
use
区学園町１番１号︑メール を行う︒ 〜 日の 時〜
︑ １時︑新檜尾台４丁 番１
walk19@ao.osakafu-u.ac.jp
問い合わせ０７２・２５４・ 号で︒入場無料︒講座やサ
９９４２
ークルの紹介や体験︑作品
展示︑喫茶コーナーでのケ
ーキ・パン販売︵有料︶な
ど︒ 時からビンゴゲーム
あり︑豪華景品多数︒藤井

＊
大阪府立
府大公開講座
大学が公
開講座﹁元気な毎日を送る
ためのストレッチ＆インタ
ーバルウォーキング﹂を
月２日〜 月 日の毎週水
曜 時 分〜 時になかも
ずキャンパスで開催︒全

手として活躍する︑森河孝
子さん︵いぶき野︶と妹の
津田基子さん︵西宮市︶が
７日２時から︑久保惣記念
美術館ｉホールで﹁姉妹で
うたうコンサート〜アレン

ルの曲を取り上げ︑津田さ
＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝
んとの二重唱で歌う︒﹁さと
ケーキの販売も
うきび畑﹂﹁サンタ・ルチア﹂
新檜尾台で 日〜 日
﹁あなたの声に心は開く︵サ
地域の多世代が集うコミ
ムソンとデリラより︶
﹂ほか︒
ピアノは田村安友子さんと ュニティハウス﹁ Re My Ho

12

日

日２時から︑まちかど
ステーション︵槇塚台近隣

＊
著名人列伝・歴史講座

槇塚台で

あいと活動している︒問い
合わせ橋本さん０７２・２
９８・９１０５

15

泉ヶ丘で 日
＊
日 時〜
泉北読書会
時︑泉ヶ
丘市民センター３階で︒テ
ーマは藤原正彦﹃国家の品
格﹄︒無料︒猪足さん０７２・
２９８・０５４３

﹃国家の品格﹄
を

さん０９０・９７１６・３ センター内︶で﹁法然と熊
谷直実﹂︒
７００円︵飲み物
３０７︑
re.my.house3@gm
代含む︶︒
０７２・２８９・
７１３９
ail.com

水彩画展開催

パンジョで９日〜 日
﹁第 回水彩画クラブ水
絵展﹂が９日〜 日の 時
〜５時に︑パンジョホール
ロビーで開かれる︵初日は
１時から︑最終日は４時ま

で︶︒入場無料︒橋本義隆さ
んに指導を仰ぎ︑和気あい

20
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10 ＝

10

15

12

10

10

25

＝

12

17

40

日
22

！
！

22

10

12 20

回︒
ロコモ予防講座︵ストレ
ッチと筋力トレーニング︶
に 分間のインターバルウ
ォーキング︵ゆっくり歩き
と速歩きを交互に行う︶を

ジで愉しむ二重唱﹂を開く︒
森河さんは相愛大学音楽
学部声楽専攻卒業︑同研究
科修了︒和泉市の音楽家連

17 10
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10
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10

10

12

12
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45

40

18

45

12

60

15

12

13

40

10
12

12

12 25

57
12

12

40

加えた講座︒講師は大阪府
大准教授の川端悠氏︒医師
から運動制限の指示を受け
ていない人対象︒参加費８
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15

10

（14 ）
2019年（令和元年）９月５日
泉北コミュニティのホームページは「泉北コミュニティ」で検索OKY

