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イベント・講座・募集

学 校 紹 介

「水泳田辺」
の伝統と誇り

「コケ玉づくり講習会」

参加者募集！

〈学校概要〉
所在地／〒546-0031 田辺2-3-34
児童数／465名
（平成30年5月1日現在）
06-6622-0401

花の美しいクラインガルテン広場で、
緑に触れてみませんか！
今回はハツユキカズラ
（高さ約15㎝）
を使ってコケ玉を作ります。
作ったものは、
各自お持ち帰りいただけます。
日時／9月22日 ①10：00〜 ②11：00〜

田辺小学校は明治６年開校、創立146年の歴史を持つ区内で最古級の小学校で
児童数約500名、近年増加傾向です。校門を入ると
「水泳田辺」
と彫った大きな石碑
があります。田辺小では心身を鍛えるため伝統的に水泳に力を入れており、夏期に
は、週3回水泳の時間があります。児童の泳力に応じて11のステップを設け各自、上
のステップを目指し、目標を達成する実感を味わいます。6年生になると総まとめと
して臨海学習で１Ｋｍの遠泳に挑戦します。卒業後もいい思い出となるようです。
「た
てわり班活動」
も取り入れており思いやりの心やリーダーシップも育んでいます。学
校は保護者や地域との交流を大切にしています。
（なでしこライター：吉村直樹）

※雨天決行
（7：00に気象警報発令の場合は中止）

場所／クラインガルテン広場
（矢田1-16-22）
対象／市内在住の方 定員／①・②ともに15名
（申込多数の場合抽選）
費用／500円
（当日徴収） 締切／9月10日 必着
申込／往復ハガキに希望の時間・住所・氏名・電話番号を書いて、
〒546-8501 東田辺1-13-4 東住吉区役所区民企画課
「コケ玉づくり講習会」
係まで
区民企画課
（クラインガルテン広場担当）
5階54番
06-4399-9908
06-6629-4564

小学３・４年生
の皆さん！

イングリッシュ・スタディー・ 無 料
申込要
ツアー参加者募集！

毎年大好評の英語レッスンを今年も開講します♪今年
の舞台は、駒川商店街、大阪城南女子短期大学、区役所で
す。地域の魅力を発掘しながら、いっぱい英語を学びませ
んか？たくさんのご応募をお待ちしております。

対象／区内在住の小学３・４年生
（20名程度）
※応募者多数の場合は、抽選

申込方法／応募用紙を送付もしくは、
政策推進課
（５階53番窓口）
までお持ちください。
募集期間／９月17日 〜10月４日 まで

※今年初参加の方が優先となります。
※参加条件には、全てのレッスンにご参加いただく事など
があります。詳しくは、区ホームページをご覧ください。

06-4399-9683

政策推進課5階53番

東住吉区内小中学校図書館
ボランティアの募集

06-6697-8080

平野区画整理記念会館

（中野2-7-16）

06-6702-0519

■第196回 ひらの寄席
日時／9月12日 13：00開場 13：30開演
場所／2階和室
定員／120名
（当日先着順） 費用／1,000円
演者／桂 小梅、桂 弥太郎、
桂 春若
露の新治、桂 米輔
申込要
■男の料理講習会
日時／10月19日 10：30〜13：30
定員／24名
費用／1,500円(保険・材料費込)
※申込は随時受付中
■プレミアムマジックショー
日時／11月10日 10：30開演
費用／1,000円
（前売券発売中）
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児童・生徒の読書環境充実に向け、区内の小学
校10校
（田辺・東田辺・南田辺・南百済・育和・鷹合・
今川・矢田東・矢田北・湯里）
、中学校4校
（東住吉・
中野・矢田・白鷺）
、
やたなか小中一貫校では、学校
図書館ボランティアを募集しています。活動時間
や内容は学校により違いますので、区のホーム
ページより募集内容をご覧ください。活動に際し
て、必要な心構えや知識を習得するための学校図
書館支援ボランティア入門講座を実施予定です。
また、大阪市民活動保険
（ボランティア保険）
にも
加入していただきます
（費用は市負担）
。

東住吉図書館
06-6699-7000
区民企画課
（教育）
5階54番
06-4399-9922

き

ところ

9月 5日 、10月10日
14：25〜15：00

市営矢田部住宅中央公園
（公園南矢田1-22）

9月 7日 、10月 5日
14：25〜15：05

サンヴァリエ針中野6号棟前
（湯里3-2）

9月13日 、10月 4日
10：25〜11：15

矢田東小学校東門
（住道矢田2-7）

9月21日
10：20〜11：20

中町会公園
(杭全7-14)

9月28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。

東住吉区老人福祉センター

（東田辺2-11-28）

（田辺2-10-18 さわやかセンター）

■ジャケットを作る 洋裁教室 全7回
日時／9月20日〜11月8日毎週 （10月11日休講）
10：00〜12：00
費用／5,000円
■クラシックバレエ＆美容バレエ 全6回
日時／9月27日〜11月8日毎週 （10月11日休講）
①美容バレエ13：30〜 ②幼児16：00〜
③小学生17：15〜 ④大人クラス19：30〜
費用／①④7,200円 ②③6,000円
■入門 写真教室＋野外撮影会 全5回
日時／9月29日〜11月3日毎週 （10月27日休講）
13：30〜16：30
（撮影会10月20日 10：00〜）
費用／3,000円
■その他の講座
ピラティス教室 9月20日〜10月25日
アンダーソンの英会話教室 9月20日 〜12月6日
将棋教室 9月25日 〜11月27日
※詳細は東住吉会館まで。申込要

06-6702-0513

移動図書館 9月
まちかど号巡回日

東住吉区社会福祉協議会

東住吉会館

（東田辺2-11-28）

06-4399-9683

政策推進課 5階53番

学校図書館でボランティアをしてみませんか？

施設情報
06-6699-1100

田辺小学校

第5弾

クラインガルテン広場

区 内の小 学 校とその校区を紹 介するコーナーです！

06-6622-9582

06-6699-3000

06-6622-8973

申込要
■さわやか健康教室＆茶話会
（第6弾）
日時／9月30日、10月7日・21日・28日、11月18日・25日

※いずれも

全6回 13：30〜15：30
（6回で1クール）

対象／区内に在住で65歳以上の要介護認定を受けてい
ない方
定員／12名
（申込多数抽選） 費用／1回500円
申込／9月20日 まで電話・FAXにて受付
無 料 申込不要
■ひがしすみよし・おもちゃ病院
日時／9月28日 13：30〜15：30
※部品代が必要な場合があります

■パソコンなんでも相談室「ファイル管理について」 無
日時／9月7日 13：30〜15：30

料

申込不要

※会場はすべてさわやかセンター

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 秋の七草展〜万葉植物〜
万葉の時代から親し
まれてきた美しさを鑑
賞する、
「 秋の七草」を
展示します。
令和の出典に登場す
る蘭 で ある「フジ バカ
マ」
をはじめ、詩に詠ま
れた秋の訪れを知らせる七種の草花。四季の移ろ
いの中で、
ひっそりと秋を感じてみませんか。
日時／9月13日 〜23日 祝 9:30〜17：00
（入園は16：30まで）
費用／無料(別途入園料必要)

06-6697-6686

■血管年齢測定と楽しい話
無 料 申込要
日時／9月18日 13：30〜15：00
定員／40名
（申込多数抽選）
申込／9月4日 10：00〜15：00
無 料 申込要
■健康教育と健康診断
日時／10月3日 13：30〜15：00
定員／30名
（先着順） 申込／9月19日 10：00〜
無 料 申込要
■第7回 笑いで健康に
日時／10月8日 13：00〜15：00
定員／80名
（申込多数抽選）
申込／9月25日 10：00〜15：00
無 料 申込要
■その他のイベント
いきいき百歳体操
（全24回）詳細はお問合せください。
※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

■松本真由美 オーブンホビークラフト展
オーブンで焼き固める粘土でできた、
かわいい作
品たちが勢ぞろいしています。
日時／10月16日 まで
場所／東住吉図書館3階
（出入り口前展示ケース）

長居プール休館のお知らせ 天井改修工事に伴い、工事期間中、休館します。ご理解のほどよろしくお願いします。
工事期間/10月1日 〜令和2年3月31日
利用休止場所/長居屋内プール
（長居公園1-1 長居公園内）
経済戦略局スポーツ施設担当

06-6469-3869

06-6469-3898

