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イベント・講座・募集
募集

大阪家庭裁判所主催
少年審判制度説明会「ご存じですか？少年審判」

5月1日から始まる憲法週間行事の一環として、開催
いたします。
日時／5月23日 14：00〜16：00
場所／大阪家庭裁判所8階大会議室
（中央区大手前4-1-13）
定員／50名
（先着順）
※1回の電話で3人まで予約可能
申込／5月7日 9：00から電話にて
大阪家庭裁判所事務局総務課広報係
06-6943-5692
（平日の9：00〜17：00）

参加者
募集

G20大阪サミット

クリーンＵＰ作戦用ごみ袋を用
意していますので、
Ｇ20大阪サ
ミット開催前に、みんなでまちを
きれいに清掃しましょう。
日時／5月24日 〜6月6日
申込／区役所、環境事業センター等で配架の募集
チラシ申込書に必要事項を記入し、中部環
境事業センターへＦＡＸ、
送付または持参。
締切／5月10日
中部環境事業センター
（杭全1-6-28）
06-6714-6411
06-6714-7787

募集

あなたの目で、大和川を見守ってみませんか
〜河川愛護モニターの募集について〜

対象とする河川は、大和川です。
委嘱期間／7月31日〜来年6月30日
応募期間／5月7日 〜31日 まで
応募資格／大和川の近く
（おおむね5㎞以内）
にお住ま
いで、20歳以上の方
活動内容／月2回、設定されたモニター区間
（河川敷2〜
4㎞程度）
を徒歩や自転車で巡回し、その結
果を書面にて報告していただきます。
募集人数／大阪府域および奈良県域をあわせて8名程度
謝礼／月額4,580円
（予定）

消費税軽減税率制度説明会を
開催します

要予約

日時／5月8日・15日・22日・29日、6月5日・12日・
19日 いずれも
①10：00〜11：00 ②15：30〜16：30
場所／東住吉税務署1階会議室
（平野区平野西2-2-2）
定員／各50名
（筆記用具を御持参ください。）
予約／下記問合せ先まで、事前登録をしてください。

東住吉区社会福祉協議会

■健康美肌 ビューティー教室
（全2回）
日時／5月18日・25日 10:30〜12：00 対象／女性どなたでも
定員／20名 費用／1,600円
■リフレッシュ＆リラックス ヨガ教室
（全6回）
日時／5月18日 〜6月22日 ①10:00〜11:30 ②14:00〜15：30
定員／①6名 ②25名 費用／4,800円
■囲碁教室 特訓コース
（全6回）
日時／5月19日 〜10月6日 （6月〜10月第1日曜）13:00〜14:50
定員／16名 費用／4,200円
■パソコン教室 ワード編
（全8回）
日時／5月27日 〜7月15日 10:30〜12:15
定員／30名 費用／6,400円
（別途テキスト代1,404円）
■風情と情緒を描く 水墨画教室
（全4回）
日時／6月10日・24日、
7月8日・29日
（月）
13:30〜15:30
定員／20名 費用／4,400円
※上記の講座は全て 申込要 先着順 定員に達し次第締切

平野区画整理記念会館

（中野2-7-16）

06-6702-0513

06-6702-0519

■第194回 ひらの寄席

日時／5月9日 13：00開場 13：30開演
場所／1階ホール
（全席いす席）
費用／1,000円
定員／200名
演者／桂文五郎､笑福亭呂好､桂春若､林家染二､桂米輔

■お笑いライブin平野区画整理記念会館

よしもとのお笑い芸人がやってくる！前売券絶賛発売中！
日時／5月25日 13：00開場 14：00開演
場所／1階ホール
（全席指定350席）
費用／2,500円
（前売券） 2,800円
（当日券）
出演／まるむし商店､スマイル､モンスターエンジン、
アンビシャス､ビコーン！

4

と

き

ところ

5月9日 、6月6日
14：25〜15：00

市営矢田部住宅中央公園
(公園南矢田1-22)

5月10日 、6月7日
10：25〜11：15

（住道矢田2-7）

5月11日 、6月1日
14：25〜15：05

（湯里3-2）

矢田東小学校東門

サンヴァリエ針中野６号棟前

5月18日
10：20〜11：20

(杭全7-14)

5月25日
11：15〜12：05

(今川6-7)

中町会公園
平野白鷺公園

中央図書館自動車文庫
06-6539-3305

●各施設の記事の詳細については、直接お問合せいただくか、 をご覧ください。
（田辺2-10-18 さわやかセンター）

06-6697-8080

移動図書館 5月
まちかど号巡回日

東住吉税務署からのお知らせ

施設情報
06-6699-1100

【ヒント】本物のなっぴーでも、ポーズが違っていた
り、物を持っていたりするので注意してね！
まちがいなっぴーの特徴は、頭の花が「なでしこ」で
はなかったり、顔が違っていたり、色が違っていたり
するよ。

※支払額は3.063％源泉徴収された額

東住吉税務署法人課税第1部門
06-6702-0001
（代）
（音声ガイダンスに沿って
『２』
を選択）

東住吉会館

今月号の紙面の中に、
まちがいなっぴーが2体隠
れているよ！見つけられるかな？本物のなっぴーの
特徴は、12面の最下部を見てね♪（解答は次号で）

申込／応募用紙にご記入の上、送付またはFAXで応募
してください。応募用紙は大和川河川事務所ＨＰ
からダウンロードしていただくか、下記
へご請求ください
大和川河川事務所管理課
河川愛護モニター募集係
072-971-1381
（内線332）
072-973-3967

※駐車場に限りがありますので、会場へご来場の際には、公
共交通機関をご利用ください。

（東田辺2-11-28）

まちがいなっぴーを探せ！
！

06-6622-9582

06-6622-8973

■さわやか健康教室＆茶話会
（第5弾（
）全6回）
申込要
日時／6月10日・17日・24日、7月1日・8日・22日
13：30〜15：30
対象／区内在住で65歳以上の介護認定を受けていない方
定員／12人
（多数抽選） 費用／1回500円
申込／5月24日 まで電話・FAX
申込要
■認知症サポーター養成講座
日時／5月18日 10：00〜11:30 対象／区内在住・在勤の方
定員／30人
（先着順） 申込／電話・FAX・来所
■さわやかサタデー
（車いす体験）
無 料 申込不要
日時／5月11日 14：00〜15：00
■ペットボトルキャップ分別会
無 料 申込不要
日時／5月17日 14：00〜16：00
無 料 申込不要
■ひがしすみよし・おもちゃ病院
日時／5月25日 13：30〜15：30

大阪市立長居植物園

（長居公園1-23）

06-6696-7117

06-6696-7405

■ローズウィーク2019

〜バラ園リニューアルオープン〜

今春バラ園がリニューアル！たくさんのバラに囲
まれてその美しさや香りを堪能できる
「バラの回
廊」
が新たにオープン。ローズガイド、
ローズヒップ
ティサービス、
マルシェ、
コンサートなどおなじみの
イベントに加え、好評の白馬の馬車も登場します！
日時／5月11日 〜26日
10：00〜16：00
費用／入園料200円

東住吉区老人福祉センター

（東田辺2-11-28）

06-6699-3000

06-6697-6686

■夏の救急対策
無 料
〜こわい熱中症とその応急処置などについて〜
日時／6月6日 13：30〜15：00 定員／60名
申込／5月22日 10：00〜15：00まで、電話または直接センターへ
■詩舞短期教室
〜表現豊かな詩舞をあなたの一芸にしませんか〜
（全12回）
日時／6月5日 〜11月7日 第1 ・ 10：00〜12：00
費用／3，
000円 定員／20名
申込／5月8日 10：00〜15：00まで、電話または直接センターへ
■将棋初心者教室
無 料
〜将棋はじめませんか〜
（全10回）
日時／6月4日 〜7月5日 毎週 ・ 10：00〜11：15
定員／30名
（先着順）
申込／5月8日 10：00〜15：00まで、電話または直接センターへ
★センターご利用には
「利用証」
が必要です。
対象は市内在住の60歳以上の方。

東住吉図書館

（東田辺2-11-28）

06-6699-7000

■えほん展示
「えほんの木に花を咲かそう」
花の形のカードに
「あなたの好きなえほんの思い
出や、おもしろいと思ったところ」
などを書いてくだ
さい。カードは、木の幹の形のパネルに貼り付けてい
きます。紹介していただいたえほんも展示します。
日時／6月19日 まで
場所／東住吉図書館内にて展示
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