
        ５月分行事予定表       秘書広報課

  日   曜日      時    間              行          事          名         場         所          担   当   課

1 日 9:00～16:00 リサイクルブックフェア リサイクル館かしはら リサイクルプラザ

1 日 11:00～15:00 虫いっぱいの里山づくり塾 昆虫館会議室と昆虫館周辺 昆虫館
「自然に親しもう　ｉｎ　Ｅｎｇｌｉｓｈ」

2 月 10:00～16:00 消費生活相談 東棟２階相談室 社会交通対策課

2 月 10:00～16:00 交通事故相談 東棟２階相談室 社会交通対策課

2 月 14:00～ 街頭指導 スーパーマーケット 青少年センター
ゲームセンター

6 金 13:00～16:00 人権相談 北館１階 人権施策課
相談室３

6 金 13:00～16:30 法律相談 市保健福祉センター南館３階 福祉政策課
相談室２

7 土 9:30～12:00 陶芸入門講座開講式 講師工房（菖蒲町） 公民館

7 土 9:30～12:00 ジュニア将棋教室開講式 市公民館 公民館

7 土 14:00～ 小学生ソフトテニス教室開講 橿原運動公園 体育課
テニスコート

8 日 11:00～15:00 第４６回観察教室 昆虫館会議室と昆虫館周辺 昆虫館
「虫と友だちになろう」



8 日 10:00～12:00 リサイクル体験工房（紙すき工房室） リサイクル館かしはら リサイクルプラザ
14:00～16:00

8 日 13:30～16:30 油絵入門講座開講式 市公民館 公民館

9 月 10:00～11:30 まほろば大学校（歴史・郷土コース）開講 まほろば大学校 社会教育課
（市商工経済会館５階）

9 月 10:00～16:00 消費生活相談 東棟２階相談室 社会交通対策課

10 火 10:00～11:30 まほろば大学校（スポーツ・保健コース）開講 まほろば大学校 社会教育課
（市商工経済会館５階）

10 火 10:30～ 親子クッキング 親と子のふれあい広場 児童福祉課
（市保健福祉センター南館１階）

10 火 19:00～ 少年少女柔道教室開講 畝傍中学校・柔剣道場 体育課

10 火 19:00～ 武道体験講座（空手道：糸東流） 曽我川緑地体育館 体育課
武道場

11 水 7:50～ 早朝合同街頭指導 橿原神宮前駅構内外 青少年センター
（奈良県警中南和少年サポートセンターと合同指導）

11 水 9:30～11:30 木彫工芸教室開講式 市公民館 公民館

11 水 10:00～11:30 まほろば大学校（政治・経済コース）開講 まほろば大学校 社会教育課
（市商工経済会館５階）

11 水 13:00～15:00 レクリエーションダンス・民踊教室開講式 市公民館 公民館



11 水 13:30～ 橿原市ボランティアセンター運営委員会 市保健福祉センター南館３階 社会福祉協議会
講座室２

11 水 19:00～ 武道体験講座（空手道：極真会館） 曽我川緑地体育館 体育課
武道場

12 木 9:30～11:30 きもの着付講座開講式 市公民館 公民館

12 木 10:00～11:30 まほろば大学校（文学コース）開講 まほろば大学校 社会教育課
（市商工経済会館５階）

12 木 10:00～16:00 消費生活相談 東棟２階相談室 社会交通対策課

12 木 14:00～ 農業委員会総会 西棟４階第１会議室 農業委員会事務局

12 木 18:30～ 武道体験講座（柔道） 曽我川緑地体育館 体育課
武道場

12 木 19:00～ 弓道教室開講（橿原中学校会場） 橿原中学校 体育課
弓道場

13 金 13:00～16:30 法律相談 市保健福祉センター南館３階 福祉政策課
相談室２

13 金 17:20～ 武道体験講座（合気道：小学生） 曽我川緑地体育館 体育課
武道場

13 金 19:30～ 武道体験講座（合気道：中学生・一般） 曽我川緑地体育館 体育課
武道場

14 土 7:30～9:00 ふれあい朝市 橿原運動公園内駐車場 農業振興課



14 土 9:00～ 武道体験講座（柔道） 曽我川緑地体育館 体育課
武道場

14 土 9:15～11:30 科学工作教室 かしはら万葉ホール 文化ホール企画運営課
第１回：カメラ（平面レンズ）を作ろう ４階研修室２

14 土 9:30～ 初心者アーチェリー教室開講 香久山体育館 体育課
室内練習場

14 土 19:00～ 弓道教室開講（白橿中学校会場） 白橿中学校 体育課
弓道場

14 土 19:00～ 武道体験講座（剣道） 曽我川緑地体育館 体育課
武道場

15 日 9:00～16:00 第１０回今井町並み散歩 今井町内 今井町並保存整備事務所

15 日 10:00～12:00 写真入門講座開講式 市公民館 公民館

16 月 10:00～11:30 まほろば大学校（美術・工芸コース）開講 まほろば大学校 社会教育課
（市商工経済会館５階）

16 月 10:00～16:00 消費生活相談 東棟２階相談室 社会交通対策課

17 火 13:30～ 子育て講座（保育所の先生と遊ぼう） 親と子のふれあい広場 児童福祉課
（市保健福祉センター南館１階）

17 火 14:30～16:00 まほろば大学校（国際関係コース）開講 まほろば大学校 社会教育課
（市商工経済会館５階）

19 木 10:00～ 社会福祉協議会理事会・評議員会 市保健福祉センター南館３階 社会福祉協議会
奈良県共同募金会橿原支会理事会・評議員会 講座室１

19 木 10:00～16:00 消費生活相談 東棟２階相談室 社会交通対策課



19 木 13:30～15:30 暮らしの書道開講式 市公民館 公民館

20 金 10:00～11:30 まほろば大学校（生活科学コース）開講 まほろば大学校 社会教育課
（市商工経済会館５階）

20 金 10:00～11:30 まほろば大学校（福祉・ボランティアコース）開講 まほろば大学校 社会教育課
（市商工経済会館５階）

20 金 13:00～16:00 人権相談 北館１階 人権施策課
相談室３

20 金 13:00～16:30 法律相談 市保健福祉センター南館３階 福祉政策課
相談室２

20 金 13:30～16:30 昇格者（課長補佐・係長級職員）研修 西棟４階第１会議室 人事課

20 金 15:00～ 合同街頭指導 スーパーマーケット 青少年センター
ゲームセンター

22 日 18:00～ 橿原市レクリエーション協会総会 むらかみ 体育課

22 日 9:00～ 初心者テニス教室開講（日曜日クラス） 橿原運動公園 体育課
テニスコート

22 日 10:00～12:00 リサイクル体験工房（ガラス工房室） リサイクル館かしはら リサイクルプラザ
14:00～16:00

22 日 13:30～16:00 史跡探訪「源平の争乱と源義経」開講式 市公民館 公民館
講堂

23 月 10:00～16:00 消費生活相談 東棟２階相談室 社会交通対策課



23 月 13:00～ 第１２２回都市行政研究会総会 橿原ロイヤルホテル 秘書広報課

24 火 9:00～ 合同教育相談 青少年センター 青少年センター
（奈良県警中南和少年サポートセンターと合同相談）

24 火 9:30～11:00 婦人学級・家庭教育学級リーダー研修講座開講 市公民館 社会教育課

25 水 9:00～ 初心者テニス教室開講（水曜日クラス） 万葉の丘スポーツ広場 体育課
テニスコート

25 水 10:00～ 例月出納検査 南館２階監査室 監査委員事務局

25 水 10:20～12:00 平成１７年度「人権教育セミナー」 県社会教育センターほか 人権施策課

25 水 10:30～ 誕生会 親と子のふれあい広場 児童福祉課
（市保健福祉センター南館１階）

25 水 11:00～ 財政援助団体等監査（社会福祉協議会） 南館２階監査室 監査委員事務局

25 水 15:30～16:40 技能職員研修 クリーンセンターかしはら 人事課
施設課３階会議室

26 木 10:00～ 第１６回通常総会 かしはら万葉ホール シルバー人材センター
５階レセプションホール

26 木 10:00～16:00 消費生活相談 東棟２階相談室 社会交通対策課

26 木 10:30～ 誕生会 親と子のふれあい広場 児童福祉課
（市保健福祉センター南館１階）



26 木 15:10～16:20 技能職員研修 クリーンセンターかしはら 人事課
施設課３階会議室

27 金 13:00～16:30 法律相談 市保健福祉センター南館３階 福祉政策課
相談室２

27 金 18:00～ 中学校ナイタースケジュール調整会議（７月分） 市公民館 体育課
第一会議室

28 土 7:30～9:00 ふれあい朝市 ＪＡならけん金橋支店駐車場 農業振興課

28 土 13:30～ 第２８回橿原市人権教育推進協議会総会 かしはら万葉ホール 人権教育課
５階レセプションホール

30 月 10:00～16:00 消費生活相談 東棟２階相談室 社会交通対策課

31 火 13:30～ 橿原市民生・児童委員協議会総会 かしはら万葉ホール 福祉政策課
５階レセプションホール

31 火 14:00～ 街頭指導 スーパーマーケット 青少年センター
ゲームセンター


