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イベント・講座・募集
募集

区民バドミントン大会参加者

申込要

日時／11月24日
場所／東住吉スポーツセンター
（公園南矢田4-30-3）
種目／男女混合団体戦
（ランク別で当日チーム編成）
対象／区内在住または在勤・在学で15歳以上の方
（中学
生不可）
費用／参加費 500円
（大会当日徴収）
締切／11月1日
主催／東住吉区スポーツ・レクリエーション事業実行委員会

募集

募集

募集

区民体育レクリエーション大会参加者

日時／11月3日
場所／奈良 飛鳥方面
費用／参加費 大人1,000円、小人500円
締切／10月18日
（一財）大阪市コミュニティ
申込／申込書を、町会長宅、または
協会 東住吉区支部協議会（田辺2-10-18 さわや
かセンター内3階 東住吉地区募金会気付）
まで。

募集

大阪マラソン開催前に市内全域の清掃活動を行います。
日時／11月23日 〜29日
申込／区役所や環境事業センターなどで配布中の参加
募集チラシ裏面の申込書に必要事項を記入し、
1 1 月 1 日 までに中 部 環 境 事 業 センタ ー へ
FAX、送付または持参してください。
中部環境事業センター
（杭全1-6-28）
06-6714-6411
06-6714-7787

子どもにかかわることで何かをしてみたいと
考えておられる方へ 10月は里親月間です
大阪市では、親の入院やさ
まざまな事情のため家庭で暮
らせない子どもを、短期間あ
るいは長期間、預かってくださ
る養育里親を募集しています。また施設で生活する
子どもと月1、2回週末に出かけたり、家庭に迎えて
家庭生活の体験を行っていただく週末里親というボ
ランティアもあります。お気軽にお問合せください。

■10月の里親相談会

申込不要

10月5日 13：30〜16：30
阪急梅田本店9階 H₂Oサンタチャリティーガイド前
10月19日 16：00〜16：30
クレオ大阪子育て館
《同時開催！》
里親シンポジウム 13：30〜16：30
（先着順）
大阪市里親会事務局
080-3829-3411
10月31日 16：00〜17：00
大阪市立難波市民学習センター
《同時開催！》
ネットワーク型市民セミナー3回連続講座
10月17・24・31日 14：00〜16：00
（先着順）
定員／各回30名
申込／大阪市立難波市民学習センター
06-6643-7010
大阪市こども相談センター里親子包括支援室
06-4301-3156

9面に詳細情報があります

障がい者スポーツを通して学ぶ
スポーツ講座

無 料 申込要

日時／11月10日 13：00受付
場所／東住吉区民ホール
（区役所3階）
内容／第1部▶講演
（13：45〜14：45）
「パラスポーツの魅力と可能性」
〜パラリンピックを通して〜
講師：大阪体育大学客員教授 NPO法人アダプテッドスポーツ・
サポートセンター FOUNDER 高橋 明

第2部▶ボッチャ実技体験
（講演終了〜15：30）
対象／区内在住の中学生以上 定員／200名程度（先着順）

（事務局（
）一財）
大阪市コミュニティ協会 東住吉区支部協議会
06-6115-8236
申込書は事務局に備付。バドミントン大会はＨＰからダウンロードできます▶

東住吉区 子どもの居場所シンポジウム

2019年度大阪府高齢者大学校受講生

地域でのまちづくり・コミュニティづくりなどの社会参
加活動や、新しい知識・技術の獲得により、創造的で、
よ
り豊かな生活を実現しようとするシニアを支援します。
開講期間／2020年4月〜2021年3月
講座内容／歴史、大阪再発見、語学、美術、パソコンなど
67科目
受講料／年間55,000円
（本科・シルバーアドバイザー養
成講座・実践研究部）
。なお、科目によっては教
材費や校外学習・実習・自主活動などに要する
費用などが別途負担となります。
申込／10月1日 〜12月6日 15：00までに、申込書を送
付又は持参。HPからも申込可。
（申込多数抽選）
認定NPO法人
大阪府高齢者大学校・募集委員会
（中央区法円坂1-1-35大阪市教育会館内）
06-6360-4400
06-6360-4500

申込要

東住吉

〜子どもの居場所の風土をつくろう〜
子どもの居場所がもつ可能性やその取組について知っていただき、子どもたちが健やかに育
つ地域のつながりについて一緒に考えてみませんか？
日時／11月2日
内容／

13：30〜16：30
（13：00開場） 場所／東住吉区民ホール
（区役所3階）

第1部 基調講演
「子どもの居場所の風土をつくろう」
新崎 国広さん
大阪教育大学
教育学部
教育協働学科
教授

第2部 パネルディスカッション

第3部

コーディネーター
新崎 国広さん

第2部終了後に開催します。
おおむね15：30頃より

【活動報告】

NPO法人ハートフレンド
東田辺子どもなかよし食堂
藍朱とピンポン食堂

親子で楽しむコーナー

工作
（消えるシャボン玉 先着100名※）
バルーンアート
（先着100名※）

※先着100名の整理券は13：00よりお渡しします。

ぷよぷよボールすくい
（無くなり次第終了）

フードドライブとは、
ご家庭で余っている食品を持ち寄り、それを必要としている
地域の子ども食堂や福祉団体、施設に寄附する活動です。
当日フードドライブコーナーにご提供いただける食材をご持参ください。
●ご寄付いただきたい食品
賞味期限が2か月以上あるもの
お米・乾麺
（パスタなど）
缶詰・レトルト食品・即席麺など
調味料
（醤油・食用油・料理酒など）

●以下の食品はお引き取りできません
賞味期限が2か月をきっている食品
開封されているもの
賞味期限が明記されていない食品
冷凍食品・生鮮食品、
アルコール

醤油

みりん料理酒

カレス
ーティ

※車でのご来場はご遠慮ください。当日、
駐車場は駐輪場として使用します。
保健福祉課
（子育て支援）
2階28番
06-4399-9885・9889
東住吉区社会福祉協議会
06-6622-6611

あなたの実家、大丈夫？？
空家相談会＋展示コーナー

無 料

実家が空き家でお困りの方、活用・リフォームし
たい方など、空き家になる前にするべきポイント
などの相談会を行います。東住吉区の空き家の
プロ
「空き家活性化サポーター」が、具体的な事
例を交えながら、真摯に応対します。
また、空き家についてのパネル展示コーナー
もありますので、ぜひ、
ご来場ください。
日時／10月21日 13:30〜15:00
場所／区役所３階 302会議室
申込
（相談会）
／電話にて事前予約
（ご予約状況に応じ
当日受付可）

政策推進課 5階53番

06-4399-9683

学 校 紹 介
区内の小・中学校とその校区を紹介するコーナーです！

第6弾

東住吉中学校

「みんなの学校」
、学校のフェンスは『壁』ではない
〈学校概要〉
所在地／〒５４６-００４１ 桑津５-１７-２５
生徒数／５３６名
（平成３０年５月１日現在）
横田校長は
「みん
なが 学 校に来るた
めの環境を整える」
必要性を語ります。
「みんなの学校」を
目指し、誰もが学校
に集えるような取組として
「ひすみカフェ」
を設けまし
た。そこでは教室に入りにくい生徒が、地域の方
（先
生とは違う大人）
と調理実習に励んでいます。保護司
会やNPOと連携して、彼らが持つ力を最大限に発揮
できる居場所作りに務めています。
横田校長は
「不登校の生徒が増えるというのは社
会にとって大きな損失。
『 学校に来るのが楽しみ』に
なるよう、いろんな方向からサポートしたい」
と話し
（なでしこライター：澤田伸子）
ます。
政策推進課 5階53番

06-4399-9683

大阪市では、犯罪被害者やその家族・遺族が被害から回復し、社会の中で再び平穏な生活ができるようになっていただくため「
、犯罪被害者等支援のための総合相談窓口」
を設置し、犯罪被害者等からの相談を
お受けして、その方の状況に応じた大阪市の各種支援施策のご案内や関係機関のご紹介などを行っています。
「犯罪被害者等支援のための総合相談窓口」 時間/9:00〜17:30
（土日・祝日・年末年始を除く） 場所/市民局人権企画課
（市役所4階）
06-6208-7619
06-6202-7073
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