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東住吉

防犯・防災
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

06-6622-1234

熱中症にならないために

安まちメールを活用して、防犯対策をしましょう！
！
●安まちメールに登録しましょう！
安まちメールは「
、犯罪発生情報「
」防犯
対策情報」
を警察から電子メールでリ
アルタイムにお知らせする、大阪府警
察の情報提供サービスです。
メリット1
身近でどんな犯罪が起きているかを
知ることができる
メリット2
被害に遭わないためのポイントも一緒
に知ることができる

こまめに水分・塩分をしっかりと補給しましょう

3種類の登録方法

①2次元コードからアクセス
2次元コードを読み取り、表示されたメールアド
レスに空メールを送信してください。
②直接メールで登録
touroku@info.police.pref.osaka.jp
へ空メールを送信してください。
③インターネットで登録

●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、dをご覧ください。

東住吉会館

（東田辺2-11-28）

06-6697-8080

■心と身体を鍛える 少年少女空手教室
（全6回）
日時／8月24日〜9月28日毎週
19：00〜20：00
対象／小・中学生 定員／30名 費用／3,600円
■Ａｌ
ｏｈａ 初めての フラダンス教室
（全6回）
健康と癒しのフラダンス。年齢に関係なくどなたで
も続けていただけます。
日時／9月7日〜10月12日毎週 13：00〜14：30
定員／30名 費用／4,800円
■初心者の楽しい 水彩画教室
（全7回）
日時／9月5日・19日、10月3日・17日、
11月7日・28日、12月5日 13:30〜15:30
定員／25名 費用／5,600円

移動図書館 8月
まちかど号巡回日
と

き

のどが渇いたなぁ･･･と思ったときはもう遅いで
す。外出時は日傘や帽子を着用しましょう。
あやしいと思ったときは、塩分を含んだスポーツド
リンクなどを補給し、涼しい所で体を冷やしましょう。

こんな時は119番 ！！

大阪府警察 安まちメール 検索

施設情報

06-6699-1100

ところ

8月 1日 、9月 5日
14：25〜15：00

市営矢田部住宅中央公園
（公園南矢田1-22）

8月 2日 、9月13日
10：25〜11：15

矢田東小学校東門
（住道矢田2-7）

8月 3日 、9月 7日
14：25〜15：05

サンヴァリエ針中野6号棟前
（湯里3-2）

8月17日
10：20〜11：20

中町会公園
(杭全7-14)

8月24日
11：15〜12：05

平野白鷺公園
(今川6-7)

意識がおかしい
ぐったりとしている
水も飲めない場合
立てない場合

防犯担当からのお知らせ
区民企画課 ５階54番
06-4399-9990
06-6629-4564

8月は「こども110番月間」です

区役所では、7月〜8月を強化月間として夏休み中に
こどもが犯罪にまきこまれることのないよう、地域見
守り隊と協力して周辺パトロールを強化しています。
「こども110番の家」
は、
こどもが何かあった時に
逃げ込むことが出来る場所です。
「ながらパトロール隊」
は、何かをしながら、いつも
より少しまわりに気を配っていただくことで犯罪
を未然に防ぐ活動です。
これらの活動にご協力いただける方は区民企画課ま
でお越しいただくか、区役所ホームページよりお申
込みください。

中央図書館自動車文庫
06-6539-3305

こども110番

※上記の講座は全て 申込要 先着順 定員に達し次第締切

東住吉区社会福祉協議会

（田辺2-10-18 さわやかセンター）

06-6622-9582

06-6622-8973

申込要
■知的障がい者ガイドヘルパー養成研修
5日間で修了証がもらえます。研修時間等はお問合せください。
日時／9月26日 ・28日 （講習）
、10月26日 （閉講式）
実習／施設実習4時間1日、外出実習7時間程度1日
対象／18〜65歳の方で全日程を受講できる方 定員／20名（先着順）
※実習費用・交通費・食事代は別途必要
費用／2,600円
（テキスト代）
締切／9月12日
Eサポートセンターコットン 506-6626-1811
■認知症について学び、認知症の方を支える
無 料 申込要
応援者になりませんか
☆
「認知症サポーター養成講座」
日時／8月17日 10：00〜11：30 定員／30名
（先着順）
☆
「夏休みキッズサポーター養成講座」
日時／8月17日 13：00〜14：00 定員／20組
（先着順）
対象／区内在住の小学4〜6年生とその保護者
※会場はいずれも、
さわやかセンター

大阪市立長居植物園

（長居公園1-23）

06-6696-7117

06-6696-7405

■長居植物園 ひまわりウィーク
夏の風物詩でもある
「ひまわり」
。一面に広がる約
1万本のひまわりと青空
がつくる夏の絶景を楽し
もう！今年は夕日とのコラ
ボレーションもお楽しみい
ただけるよう、2時間延長
して開園します。
日時／8月3日 〜18日 9:30〜19：00
（最終入園は18：30）

※通常開園は9：30〜17：00
（最終入園は16：30）
※8月5日は休園、8月13日は臨時開園

費用／無料(別途入園料必要)

06-6691-0119

東住吉消防署

東住吉区老人福祉センター

（東田辺2-11-28）

06-6699-3000

06-6697-6686

無 料 申込要
■第6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／9月10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／8月27日 10：00〜15：00まで、
電話または直接センターへ
無 料
■東住吉区老人福祉センター同好会作品展示会
当館で活動している同好会の展示会です。書道、俳句、
生け花、小物などの作品を展示し、併せて活動報告も行い
ます。
日時／9月2日 13：00から7日 15：00

※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
■図書ボランティア(高齢者福祉施設)募集 無 料 申込要
東住吉図書館を拠点とするボランティアグループに
参加し、図書の貸出や紙芝居実演などの図書ボランティ
ア活動をしてくださる方を募集します。原則として以下
の講座を全回ご受講ください。(全5回)
②10月11日
日時／①10月 4日
③11月 1日 ①②③いずれも10：00〜12：00
④11月13日 13：30〜15：00
⑤11月26日 10：00〜12：00
場所／①②③は大阪市立中央図書館、④⑤は区内施設で見学
定員／10名程度 締切／9月24日
※①②③は、先着6名まで一時保育あり。

（9月24日 までに申込要。対象年齢：1歳6か月〜就学前）

E電話にて、
東住吉図書館まで

ながらパトロール

平野区画整理記念会館

（中野2-7-16）

06-6702-0513

06-6702-0519

■夏休みワークショップ 親子で楽しもう！
☆マック体操クラブ 逆上がり特訓講習会
申込要
日時／8月2日 ・3日
【年中・年長児コース】9：50〜、13：20〜
【小学生コース】11：00〜、14：30〜
場所／1階ホール 定員／各回10名 費用／3,000円
（2日間）
☆ＮＰＷプロレス リングに上がってプロレス体験！
日時／8月4日
費用／500円
☆その他楽しいワークショップ
食品サンプル作り、
ステンドグラス、
ハーバリウム、貯金箱づくり、
プリザーブドフラワー 他
日時／8月7日 ・8日 ・14日 ・15日
費用／500円〜
■映画会
「日日是好日」
上映
（樹木希林主演）
日時／8月24日 10：00〜、13：00〜
場所／1階ホール 定員／各回300名
（先着順）
費用／500円

東住吉区子ども・子育てプラザ

（東田辺2-11-28）

06-6699-3605・06-6699-3600

■大阪市ファミリー・サポート・センター事業
無 料 申込要
提供会員養成講座
子どもとのコミュニケーション、事故防止や心と
からだの成長についてなどボランティアとして必
要な知識を学びます。
日時／10月11日〜11月29日の毎週 （全8回）
13：00〜3時間程度
（講座内容によって終了時間が異なります）
場所／東住吉区子ども・子育てプラザ
対象／市内在住の19歳以上で提供会員として
登録の意思のある方
※一時保育あり
（先着6名）
定員／20名
（先着順）
申込／9月27日(金)までに、電話または直接プラザへ

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。
8月2日 10：00から矢田出張所西側駐輪場、
8月16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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