Minato
Calendar 2017
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（土）

4

イベント&インフォメーション
月

●おもちゃ病院（修理）
13時〜（港こども・
子育てプラザ）

日曜開庁（一部業務）
9時〜17時30分
（日）
（港区役所）

2

3

●固定資産税の縦覧
（〜5/1）
●結核健診

4

●法律相談
●ごみ分別の相談
●高齢者学級「港区いちょ
う学園」申込開始（〜4/28）

（月）

（火）

5

（水）

6

（木）

●離乳食講習会
13時30分〜
（港区役所２階）
●港図書館
おたのしみ会
15時30分〜16時
●春の野鳥かんさつ会
申込開始（〜5/2）
●行政相談 14時〜
（港区役所）

●港図書館
あかちゃんのおたのしみ会
11時〜11時30分
（金）
●パッチワーク講習

7
8

●春のお茶会
（八幡屋公園）
（土）

9

●春のお茶会
（八幡屋公園）
（日）

10

（月）

11

（火）

●はっぴー♪マタニティ
●法律相談

●港図書館
おたのしみ会
15時30分〜16時
（水） ●花と緑の相談
14時〜16時
（港区役所5階）

12
13

●パッチワーク講習

（金）

●移動図書館まちかど号
（港近隣センター）
●エルカフェ
●おもちゃ図書館
（発達が気になる子
（土）
どもなど対象）港区
社会福祉協議会
☎6575-1212

15

16

（日）

17

（月）

2

大阪港開港150年記念事業
第５４回中学生海の
絵画コンクール
申込締切 6/15（木）必着
画題：
「私の海」大阪港の船舶、海の生物、海や船で
働く人、海の環境保全など自由に表現してください。
種類：絵の具ほか自由（ＣＧ画・立体作品は不可）
大きさ：四つ切画用紙、
タテヨコは問わない。
応募点数：１人１点

※応募者本人が描いた未発表の作品に限る。
裏面に画題・学校名・学年・性別・氏名
（ふりがな）
、
作品の天
地を示す矢印
（↑）
を記載。
※応募作品は原則として返却しません。応募作品の所有権
並びに著作権は主催者に帰属します。受賞者の情報や表彰
式の写真は当事業に関する広報物に使用します。

問：公益社団法人 近畿海事広報協会

（〒552-0021港区築港3−7−15 港振興ビル204）

☎６５７3−6387 ℻.4394ー8090
（HP）http//kinkikaiji.sakura.ne.jp/

第39回
海の写真コンクール
申込締切 6/15（木）必着
テーマ：
「海」
・
「大阪港」、海運・造船・港湾・湖・
川・魚など広く海をテーマにした写真
作品：カラープリント四つ切又はＡ４、単写真
に限る
（合成や変形など加工作品は不可）。撮
影期間はH28.6以降のもの。
応募点数：制限なし。
ただし、入賞は1人1賞。

※未発表のものに限る。裏面に応募票（題名、氏名、住所等
の連絡先、年齢、職業、撮影日、撮影地を記載）を貼付。他人
の著作物や人物の撮影には使用許諾を得てください。
（特に
子どもの場合は親の許諾が必要）
※応募作品は返却いたし
ません。入賞作品の著作権は主催者に帰属します。

問：公益社団法人 近畿海事広報協会
「海の写真コンクール係」

（〒552-0021港区築港3−7−15 港振興ビル204）

☎６５７3−6387 ℻.4394ー8090
（HP）http://kinkikaiji.sakura.ne.jp/

5/6(土) 8時10分〜12時（受付8時〜）要予約

講演・講座

4/7・14・5/12・26(すべて金)

14時〜16時（４回コース）

パッチワーク講習

要予約

布片を縫い合わせて、一枚の布やカバンなど、
かわいい作品が作れますよ〜♪
場所：港近隣センター 定員：30名(先着順)
受講料：2,000円（別途、材料費要）
講師：竹内 まちこ先生
申込：受講料を添えて、港近隣センター事務所へ
問：港近隣センター ☎ ℻.6571ー3056

大阪プール25mプールでは、こどもクラス、
親子クラス、おとなクラスをはじめ、
ミズノア
クア、
水中ウォーク、
フィンスイミングなど教室
がもりだくさん！ 詳しくは下記まで。
問：大阪プール
☎6571ー2010 ℻.6571ー2023
（HP）http://www.yahataya-park.jp/
osakapool/index.html

5/12・19・26・6/2・9(すべて金)
無料

春の野鳥かんさつ会

野鳥ガイドの解説で、
シギ・チドリ類や林の小鳥た
ちを観察しませんか。
クイズの景品や参加賞もご
用意してお待ちしています。

申込 4/6（木）〜5/2（火）17時まで
場所：野鳥園臨港緑地（旧南港野鳥園）
住之江区南港北3-5-30（トレードセンター前
駅より徒歩13分。無料駐車場約20台あり）
費用：1人300円（未就学児は無料）※保険代等
定員：50名（先着順）
申込：電話・メール（氏名・電話番号・参加人数・子

どもが参加する場合は子どもの年齢）

問：建設局臨港方面管理事務所
☎6460ー7716 ℻.6460ー7717
（メール）nanko-yachouen@city.osaka.lg.jp

大阪プール
水泳教室開催中

10時〜

野鳥園臨港緑地

要予約

高齢者学級「港区いちょう学園」
申込期間 4/4（火）〜28（金）

健康の増進や、生きがいづくりをテーマとし
た各種の講義や社会見学を行います。
初めての方大歓迎です！！
場所：港区老人福祉センター 会議室
※社会見学等の交通費・保険代は自己負担
対象：市内在住の60歳以上の方
定員：30名(先着順)
申込：来館
問：港区老人福祉センター
☎6575ー1368 ℻.6574ー7132

おしらせ
土曜教育相談と
港区サードプレイス事業
（エルカフェ）の開催
土曜日のエルカフェと同じ日時に港近隣セン
ターで臨床心理士による教育相談を実施。
相談時、子どもはエルカフェに参加できます。
土曜教育相談 1回45分・2組まで受付
相談者：臨床心理士（スクールカウンセラー）
（前日の正午までにお電話で申込み） 要予約

港区サードプレイス事業（エルカフェ）
の
開催場所・日時が変わります。

4/15(土)・5/1(月)・27(土)
6/5(月)・24(土)

月曜日：午後3時〜5時、
土曜日：午後2時〜4時
場所：港近隣センター

※7月以降は毎月第1月曜、第3土曜に開催

申込・問：協働まちづくり推進課（教育・人権啓発）
☎６５７６−９９７５ ℻.6572ー9512
（HP）http://www.city.osaka.lg.jp/minato/
page/0000314932.html

八幡屋公園NEWS!
大型遊具が完成しました！
！

（木）

14

各種申込時の【必要事項】イベント名、郵便番号、住所、氏名（ふりがな）、年齢（学年）、電話番号（FAX番号）、往復ハガキの場合は返信用宛先

海遊館のジンベエザメをモ
チーフとした、世界でたった
一つの大型複合遊具が完成
しました。ぜひ遊びに来てく
ださい！
場所：八幡屋公園芝生広場
遊べる遊具：
ロング滑り台、
らせん滑り台、
幅広滑り台、
クライミング・フジツボ登り
※この遊具の対象年令は児童
（6歳
〜12歳）
です。
小さなお子様は、
保
護者の方が付いて遊んでください。

4/8(土)・9(日) 10時〜15時（雨天中止）
八幡屋公園

春のお茶会

お花見をしながらお茶をしませんか？
場所：八幡屋公園芝生広場 出店：カフェ、抹茶の２店舗
コーヒーor紅茶＋ お菓子…200円
抹茶＋和菓子…300円 甘酒…200円 ※各日売り切れ次第終了

大阪市中央体育館

様々なスポーツ教室を開催中！
●卓球教室 ●ヨガ教室 ●ズンバ ●チアダンススクール
●大阪エヴェッサバスケットボールスクール
●シュライカー大阪フットサルスクール 他
４月から新年度が始まります。
詳しい日時などは電話またはホームページでご確認ください。

問：八幡屋スポーツパークセンター ☎6576ー3460（9時〜17時30分） ℻.6576ー0080 （HP）http://www.yahataya-park.jp

「広報みなと」
は毎月1日〜4日の４日間（１月を除く）
で、港区内の各ご家庭・事業所のポストまで委託業者が直接お届けします。届かない場合はご連絡ください。点字版や音声版もあります。

