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防犯・防災

東住吉区 高校進学相談会

東住吉警察署からのお知らせ
東住吉警察署

東住吉消防署からのお知らせ

●警察官を名乗る者から
･･「
･ あなたの口座が狙われています！」
●区役所職員を名乗る者から
･･「
･ お金
（還付金等）
を返します！」
＊警察官を装った電話が増え
ています！
＊ATMで医療費等のお金は
戻ってきません！
「おかしい」
と思えば、
すぐに警察に通報してください。

第69回 東住吉区 社会を明るくする運動
7月は社会を明るくする運動強調月間です！
は、犯罪や非行の防止と罪
を犯した人たちの更生につ
いて理解を深め、それぞれ
の 立 場にお いて力を合わ
せ 犯 罪や非 行 のない 明る
い社会を築こうとする全国
的な運動です。
期間中、区内各所で街頭
啓発活動などを行います。
地 域 の みなさん のご 理 解
とご協力をお願いします。
主催／社会を明るくする運動 東住吉地区推進委員会
区民企画課 5階54番
06-4399-9970

救急車を呼んだ方がいい？
病院に行ったほうがいい？
迷ったときは…

■和風いんてりあ 一閑張り
日時／7月14日 10：00〜16：00
定員／40名 費用／1,300円
■夏休み科学の実験と工作 圧力編 浮沈子作り
日時／7月26日 13：30〜15：30
対象／小学生 定員／30名 費用／800円
■夏休み工作マジック 魔法のリサイクルパック
日時／8月11日 13:30〜15:30
対象／小学生 定員／30名 費用／800円
■その他の講座
「夏休み親子ワークショップ美容健康と夏休み工作」
「夏休み自然工作」
※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）

06-6702-0519

■第195回 ひらの寄席
日時／7月11日 13：00開場 13：30開演
場所／2階和室
定員／120名 費用／1,000円
演者／笑福亭智丸、桂治門、桂春若、桂よね吉、桂米輔
■フリーマーケット
無 料
日時／7月14日 10：30〜15：00
■なにわの卓球大会
申込要
日時／7月27日 9：40〜
対象／高校生以上 費用／1,000円
申込／窓口にて受付
（先着順・大会当日申込不可）
申込要
■夏休みワークショップ
日時／8月2日、3日、4日、7日、8日、14日、15日
費用／500円〜
申込／会館までお問合せください

場所／区役所3階
（区民ホール、
会議室）

東住吉区PTA協議会
（担当窓口：杉山 090-8386-1751）

※参加校はHPをご覧ください。
選挙日程によっては、中止となる可能性があります。

高等学校等への進学向け
奨学金等制度説明会
時間／12：00〜13：00 ※終了後、個別相談を実施。
同日開催

06-6115-7641

予防救急
病気やケガの中には、少しの注意や心がけで防げ
るものがあります。救急車を必要とすることがない
ように日頃から注意し、心がける意識や行動を
「予防
救急」
と言います。
次号より具体例を紹介します！

移動図書館 7月
まちかど号巡回日

セアカゴケグモにご注意を！
気温が高くなると、
セアカゴケグモを見かけるように
なります。メスの牙には毒がありますが攻撃性はありま
せんので、素手で直接触れない限
り、咬まれることはありません。
【セアカゴケグモってどんなクモ？】
❶オスが4ｍｍ、
メスが10ｍｍ前後の大きさ
❷メスは全体が黒色、腹部背面に赤い模様が特徴
❸腹部腹面には特有の赤い斑紋
（砂時計様）
❹卵のう
（中に100〜200個ほどの卵を格納）
は、乳白
色で10〜15ｍｍ程度の大きさ
❺日当たりが良く、暖かい場所を好んで生息
（排水溝付
近や植木鉢の裏、
花壇等）
見つけた場合は決して素手では触らず、駆除の際は
クモやクモの卵のうを靴などで踏みつぶすか、市販の
殺虫剤を使用しましょう。
保健福祉課
（生活環境）1階15番
06-4399-9973

と

き

7月6日 、8月3日
14：25〜15：05

ところ
サンヴァリエ針中野6号棟前
（湯里3-2）

7月11日 、8月1日
14：25〜15：00
7月12日 、8月2日
10：25〜11：15

市営矢田部住宅中央公園
(公園南矢田1-22)
矢田東小学校東門
（住道矢田2-7）

7月20日
10：20〜11：20

中町会公園
(杭全7-14)

7月27日
11：15〜12：05

平野白鷺公園
(今川6-7)

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

8月4日 13：00〜16：00

※選挙日程によっては、開催日時・開催場所が変更となる可
能性があります。

東住吉区社会福祉協議会

東住吉会館

（東田辺2-11-28）

無 料 申込不要

場所／区役所3階
（会議室）
主催／
大阪市教育委員会

施設情報

06-6702-0513

06-6691-0119

東住吉消防署

06-6622-1234

こんな電話がかかってきていませんか？
これは「特殊詐欺」です！
！

06-6699-1100

東住吉

06-6622-9582

06-6622-8973

無 料 申込不要
■第2回東住吉区地域福祉映画会
映画
「八重子のハミング」
上映
（字幕付き）
粗品あり
4度のがん手術を受けた夫と若年性認知症を患った妻の絆
を実話をもとに描く、愛情に溢れた12年間の物語。
日時／7月13日 13：30〜15：45
場所／東住吉区民ホール
（区役所3階） 定員／500名
（先着順）
☆同日フードドライブを実施！ご家庭で眠っている食品
（常温
保存可能で未開封、賞味期限に余裕のあるもの）
をお持ちくだ
さい。区内の子ども食堂等に活用します。
詳細はお問合せください。
■夏休みこどもボランティア体験に参加しませんか
申込要
日時／夏休み期間中 場所／区内の高齢者施設等
定員／20名
（多数抽選） 対象／小学4〜6年生
締切／7月19日
無 料 申込不要
■パソコン何でも相談室
日時／7月6日 13：30〜15：30 場所／さわやかセンター

06-6696-7405

〜15日

祝

※7月8日 休園

【ハスまつり】
日時／7月14日 ・15日

06-6697-6686

無 料 申込要
■第5回 笑いで健康に
皆さんに笑っていただけるよう喜劇や漫談などを見てい
だきます
日時／8月13日 13：00〜15：00
定員／80名 講師／南大阪ヤクルト販売株式会社
申込／7月30日 10：00〜15：00まで、
電話または直接センターへ
無 料 申込要
■夏のカラオケ大会
恒例のカラオケ大会です。大きな声で歌ってスッキリしましょう♪
日時／8月1日 13：00〜16：00
定員／
（歌う人）
35名（
、聴く人）
45名、
計80名 ※どちらも先着順
申込／7月11日 10：00から直接センターへ

※歌う人のみ受付時に歌を決めていただくので電話受付不可。
※歌う人のみ7月25日に受付終了。
※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。

（東田辺2-11-28）

■ロータスウィーク〜ハスの早朝開園・ハスまつり〜
早朝に開花するハスの美しい姿を鑑賞できる早
朝開園を実施。7月14日 と
15日 祝 には、ハスの茎を
使ってジュースやお酒を飲む
「象鼻杯体験」
などを行う
「ハ
スまつり」
を開催します。
【早朝開園】
日時／7月6日

06-6699-3000

東住吉図書館

大阪市立長居植物園

（長居公園1-23）

06-6696-7117

東住吉区老人福祉センター

（東田辺2-11-28）

祝

06-6699-7000

7月21日から8月31日の期間の月曜日は、10：00か
ら17：00まで開館します。
■出張！自然史博物館
「みんなで調べる外来生物」
展
大阪市立自然史博物館の協力により昆虫や貝などの
外来生物の標本を展示します。
日時／7月21日 〜8月14日
場所／東住吉図書館3階
（出入り口前展示ケース）

7:30〜
（17：00閉園）

9:00〜11:00

費用／無料※一部有料あり(別途入園料は必要)

自転車シリンダー式リング錠・自転車かごひったくり防止カバーの無料取付キャンペーンを行います。どちらも数に限りがありますのでお早めにお越しください。
7月5日 10：00から矢田出張所西側駐輪場、
7月19日 16：00から区役所北側駐輪場にて実施します。詳細は区役所ホームページでご覧いただけます。
区民企画課 5階54番
06-4399-9990
06-6629-4564
(警報発令時等、中止となる場合があります)
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