
★パッチワーク教室
Gカワイイ小物を自分で作る楽しさは格別。
E７月14日・28日①午前の部②午後の部

800円（各回別途材料費実費）
★ペン習字
G８月から午後の部も開講します。自分らしい字

を見つけましょう。
E８月２日・９日・23日、９月６日・13日・27日

13：00～15：00
3,000円／月

★パソコンお絵かき講座
Gパソコンのキャンバスに丸や三角、四角で楽し

くお絵かき。
E８月６日・13日

①13：00～14：30②15：00～16：30
親子で500円、小学生１人300円

▼上記の催しすべて
I東淡路1-4-53　４階
U 東淀川区民会館　H6379-0700

受講料

参加費

参加費

人気の講座のご紹介
区民会館を

ご利用
ください！

区民会館を
ご利用

ください！

E７月23日（土）13：30～16：00
I淀川河川公園　十三野草地区
G潮干狩り、生物観察会
B小学生以上（小学生は保護

者同伴）
C先着100名
S帽子、飲物、汚れてもいい

服装、滑らない靴（足の甲
まであるもの)、くま手等

V住所、参加者全員の氏名、
年齢、電話番号を、ハガキ
もしくは電話で７月20日

（水）までに申込み
〒570-0096  大阪府守口
市外島町4-18   淀川河川
公園管理センター「淀川の
自然を楽しむ会 係」）

U 淀川河川公園管理センター
H6994-0006

あて先

淀川の
自然を
楽しむ会

第101回

～干潟で楽しもう！～～干潟で楽しもう！～

無料
要申込み

夏休み 高校生に図書館開放！
　東淀川区と「協働・連携に関する基本協定」を結んでいる大阪経済大学では、
区内の高校生に無料で図書館を開放します。
E8月１日（月）～31日（水）9：00～17：00
※期間中の土・日（28日（日）を除く）、8月11日（木・祝）～18日（木）は休館
B区内在住・在学の高校生
C100名（先着順）
V本人が生徒手帳を持参のうえ、7/30(土)までに大阪経済大学図書館（大隅2-2-8）へ申し込み。
※休館日、開館時間は図書館HPをご確認ください。
U大阪経済大学図書館　H6328-2431（代表）

広報　1 階番　H4809-9683

QRコード

大阪
経済大学

http://www.osaka-ue.ac.jp/research/library/

場所・問合せ

●親子でのんびり読書タイム「あかちゃんと幼児の読書室」
　「子どもが泣いたり騒いだりするので図書館に行きづらい」と思
われているご家族のために、夏休みの日曜日、月曜日、火曜日は午
後5時まで多目的室を開放します。保護者同伴でご利用ください。
※図書館の行事中や準備時間中はご利用いただけません。
●紙パックで紙すき教室
　東北環境事業センターとの共催により、紙パックをとかし、紙す
きをします。オリジナルのハガキを1人3枚ぐらい作ります。
E7月30日（土）10：30～12：00
Bどなたでも（10歳以下は保護者が一緒について来てください。）
C20名（事前申込制・先着順）

7月2日（土）10：00から、来館または電話で受付
東淀川図書館（東淡路1-4-53　3階）　H6323-5476

受 付

※7月25日、8月1・8・15・22・
29日の月曜日（10：00～
17：00）は開館します。

※7月21日（木）と8月18日
（木）は休館です。

　宿題のしらべものや読書な
ど、たくさんのご利用をお待ち
しております。

夏休み期間中のご利用

小松4-15
小松5-6
大桐1-17
豊里5-14
北江口2-3
井高野2-8
井高野3-11
上新庄2-7
井高野1-4
豊新1-12
大隅1-3
相川1-2

７月５日（火）、8月2日（火）
7月13日（水）

７月２日（土）、8月6日（土）
7月14日（木）
7月9日（土）
7月16日（土）
7月16日（土）
7月26日（火）
7月27日（水）
7月28日（木）
7月28日（木）
7月28日（木）

U 大阪市立中央図書館自動車文庫　H6539-3305

14：00～15：00
14：20～15：15
13：25～14：20
10：25～11：30
14：00～15：10
13：05～13：50
14：15～15：05
10：20～11：00
10：30～11：25
10：25～11：05
12：50～13：30
13：50～14：30

小松福祉会館前
フローラ瑞光集会所
市営大桐住宅（1号館と3号館の間）
豊里小学校北門
市営北江口第2住宅（8号館第4集会所むつみ会館）
市営井高野第5住宅（20号館前集会所）
ウェルピア井高野コミュニティー棟横
市営上新庄住宅内三角公園
市営井高野住宅（2号棟と3号棟の間）
豊北公園
淀川教会
オリーブハイツ相川集会所

場　所 日　時

東 淀 川 図 書 館 だ よ り

赤ちゃんから　
たのしめるえほん、
子どものよみもの、
料理や趣味の本などの
実用書、小説・エッセイ、　
大きな活字の本など　

ありますよ！

移動図書館まちかど号巡回中！

無料

QRコード

　音楽・ダンス・演劇などの練習や研修・会議
など様々な目的にご利用いただける施設で
す。青少年のためのイベントも行っています。
●KIDS DANCE
　初心者から初級対象のダンスレッスンです。
E8月2日～3月7日（毎週火曜日）

17：00～ビギナークラス月3,500円
18：30～ステップアップクラス月4,000円
詳細はお問い合わせください

●ここぷらキッズ
　手作りおもちゃ「スマートボールをつくろう！」
E8月23日（火）14：00～16：00

600円
※いずれも小学生が対象です。親子での参加もOK！

ＫＯＫＯ ＰＬＡＺＡ（東中島1-13-13）　
H6370-5421
http://kokoplaza.net/

場所・問合せ

KOKO PLAZA情報♪

参加費

申込期間

「みんなで考えよう！有罪？無罪？」
　　　　　　　　　　　  のご案内

無料
要申込み

子ども模擬裁判

８月15日（月）：中学生　
８月16日（火）、８月17日（水）：小学生（４～６年生、要保護者同伴）
いずれも14：00～16：20まで

I大阪地方裁判所　第201号法廷（本館２階）
C各回40名（抽選）※７月中に当選者のみに通知

７月６日（水）から７月13日（水）まで（８：30～17：30、土日は除く）
※参加希望日、学年、参加者（最大4人）及び保護者の氏名、住所、電話番号をお知らせください。

日時・対象

小・中学生向け夏休み企画

小・中学生向け夏休み企画

申込み・問合せ 大阪地方裁判所
事務局総務課広報係
H６３１６-２６１９

夏休みに良い汗かきませんか？
区内にはこんな施設がありますよ！

東淀川屋内プール東淀川屋内プール

フィットネス２１東淀川体育館フィットネス２１東淀川体育館

東淀川スポーツセンター東淀川スポーツセンター

トレーニングルーム（マシンジム・スタジオ）、温水プール、
流水プール、幼児プール、ジャグジープール、50ｍウォー
タースライダー、サウナ、水風呂など

I東淡路1-4-53
H6325-5077

http://www.fitness21.or.jp/shitei_higashiyodogawapool.html

★東淀川屋内プール

QRコード

施設内容

フロア面積1,269㎡（37.1ｍ×34.2ｍ）、観客席770席
（固定）、天井高12ｍなど
バスケットボール、バレーボール、バドミント
ン、卓球、フットサル、剣道他

I東中島４-４-４　H6321-0003
http://www.fitness21.or.jp/shitei_higashiyodogawa.html

★フィットネス２１東淀川体育館

QRコード

施設内容

体育館、多目的室、観客席など
I東淡路1-4-21

H6321-7182
http://www.fitness21.or.jp/shitei_higashiyodogawasc.html

★東淀川スポーツセンター

QRコード

施設内容

ソフトボール場、グラウンドゴルフ、貸しテニスコート、テニ
ススクールなど

I柴島3-11-139
H6323-9719

http://www.kunijima-tennis-sports.com/sports/index.html

★くにじまスポーツ

QRコード

施設内容

QRコード

★くにじまテニスコート
テニス貸コート、テニススクール、パデルコート、
パデルスクールなど

I柴島1-3-21　H6325-2231
http://www.kunijima-tennis-sports.com/tennis/index.html

施設内容

利用種目

席種・優待価格

販売期間
購入方法

引換方法

セレッソ大阪×横浜FC 戦
「東淀川区民優待デー」を開催します！応

援
デ

ー

応
援

デ
ー

セレッソ大阪を
応援しよう！

QRコード
https://www.cerezo.jp/news/2016-05-09-3/

E８月７日（日）19：00キックオフ（17：00開門予定）
Hキンチョウスタジアム（長居球技場）（東住吉区長居公園1-1）

メインミックス自由席
大人1,500円（通常前売り価格2,700円）、小中500円（通常前売り価格1,000円）

7月9日（土）10：00～8月4日（木）23：59
Pコード（831-933）によりセブンイレブンまたはサークルKサンクスにて「引換券」をご購入ください。お一人様４枚まで
ご購入いただけます。
試合当日に、購入された引換券と、区内在住・在勤・在学である証明（この広報紙、運転免許証・健康保険証・学生証な
ど）を、会場の「応援デー受付」にお持ちいただき、チケットと交換します。

U 広報　1 階番　H4809-9683　
チケットに関する問合せは、セレッソ大阪事務局　H6110-5657

（守口市市制施行70周年記念）（守口市市制施行70周年記念）

夏
休
み
特
集

８月28日（日）19：00～20：30 （予定）　 
※荒天等の場合は中止
※打ち上げ前のセレモニーを含む

H淀川河川公園  （豊里大橋～鳥飼大橋間　左岸・右岸）
U守口市花火大会実行委員会　H6992-1369

８月６日（土）19：40～20：40 （予定）　 
※雨天決行・荒天等の場合は中止（順延なし）

H淀川河川敷（新御堂筋淀川鉄橋～下流国道２号線）
※駐車場・駐輪場なし。周辺各所で交通規制あり

Uなにわ淀川花火大会運営委員会　H6307-5522
（土日を除く10：00～17：00）

★第28回なにわ淀川花火大会★第28回なにわ淀川花火大会 ★守口市花火大会★守口市花火大会
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