広報

東住吉

令和元年10月 No.281

防犯・防災
東住吉警察署からのお知らせ
東住吉警察署

06-6622-1234

全国地域安全運動

期間／10月11日

〜10月20日

重点／①子どもと女性の犯罪被害防止
②特殊詐欺の被害防止
③自動車関連犯罪及びひったくりの
被害防止

〈スローガン〉

「みんなで力をあわせて 安全・安心まちづくり」
全国地域安全運動期間中、区内においてさまざ
まなキャンペーン等を計画しておりますので、詳しく
は東住吉警察署のホームページをご参照ください。
犯罪のないまち東住吉区の実現に向
け、皆さんのご協力よろしくお願いし
ます。

東住吉消防署からのお知らせ

と

平成28年12月に新潟県の飲食店から発生した
「糸魚川市大規模火災」
を受けて消防法が改正さ
れ、火を使用する設備又は器具を用いる飲食店等
は原則として、令和元年10月1日から消火器の設
置が必要となりました。
〈設置方法〉…火を使用する設備又は器具が設けられている
階ごとに、建物の各部分から歩行距離20ｍ以下となるよう
に設置してください。
※他の階にも設置が必要と
なる場合があります。
歩行距離
20m以下

※調理油過熱防止装置、自動消火装置等が設置された飲食
店等については、消火器の設置を免除できる場合があり
ます。詳細は所轄消防署でご確認ください。

■パソコン教室 エクセル編 全8回
日時／10月7日 〜12月2日 10：30〜12：15
（10月14日休講）
費用／6,400円
（教材別途）
■絵手紙教室 年賀状・クリスマスカード作り 全6回
日時／10月21日 〜12月2日 13：30〜15：30
（11月4日休講）
費用／4,800円
■囲碁教室 基礎・中級・特訓
日時／10月27日 〜2月9日 第2・4
基礎：13：00〜14：50 中級：10：00〜11：50
特訓：11月3日 祝 〜3月1日
毎月第1 13：00〜14：50
費用／基礎・中級5,600円
（全8回） 特訓3,500円
（全5回）
■その他の講座
韓国語教室 10月24日 〜全7回
編み物教室 11月 6 日 〜全4回
※すべて要予約

平野区画整理記念会館

（中野2-7-16）

06-6702-0519

■プレミアムマジックショー
日時／11月10日 10：30開演 11：30終演予定
場所／1階ホール
（全席指定300席）
費用／1,000円
（前売券発売中）
、1,200円
（当日券）
出演／関西を代表する一流マジシャン
「Ｔｒ
ｉ
ｃｋｅｒＬＯＫＩロキ 」

東住吉図書館

（東田辺2-11-28）

06-6699-7000
■ささきひろこ＆切り絵の会
東住吉会館で活動されている切り絵作家、
ささきひろこ
先生と
「切り絵の会」
の皆さんの作品を展示します。
日時／10月18日 〜12月18日
場所／東住吉図書館3階 出入り口前展示ケース

ところ

10月 4日 、11月 1日
10：25〜11：15

矢田東小学校東門
（住道矢田2-7）

10月 5日 、11月 2日
14：25〜15：05

サンヴァリエ針中野6号棟前
（湯里3-2）

10月10日 、11月 7日
14：25〜15：00

市営矢田部住宅
中央公園（公園南矢田1-22）

10月19日
10：20〜11：20

中町会公園
(杭全7-14)

10月26日
11：15〜12：05

平野白鷺公園
(今川6-7)

●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）

06-6697-8080

き

中央図書館自動車文庫
06-6539-3305

東住吉区社会福祉協議会

東住吉会館

（東田辺2-11-28）

06-6702-0513

まちかど号巡回日

消火器の設置について

施設情報
06-6699-1100

移動図書館 10月

06-6691-0119

東住吉消防署

06-6622-9582

06-6699-3000

06-6622-8973

■傾聴ボランティア養成講座
（全3回）
傾聴の基礎を学び、傾聴ボランティアとして活動しませんか？
日時／11月18日・25日、12月2日
10：00〜12：00
定員／20名
（多数抽選）
講師／Ｋ
ＩＣＯＫＡ33
申込／10月31日 までに電話・FAX・来所にて申込
無 料 申込不要
■ひがしすみよし・おもちゃ病院
日時／10月26日 13：30〜15：30
※部品代が必要な場合があります
■さわやかサタデー
「ハーモニカ演奏」 無 料 申込不要
日時／10月12日 14：00〜15：00
※会場はいずれも、
さわやかセンター
無 料

申込要

06-6697-6686

無 料 申込要
■シニア向けタブレット教室
日時／10月29日 13：30〜15：30
定員／20名
（申込多数抽選）
申込／10月9日 10：00〜15：00
無 料 申込要
■スマートフォン教室
日時／①アンドロイド編 10月30日 ・31日
②らくらくホン編 11月 6 日 ・ 7 日
③アンドロイド編 11月20日 ・21日
※いずれも 13：30〜15：00
定員／各24名（申込多数抽選）
申込／10月10日 〜16日 10：00〜15：00までに来館にて、
申込。①②③の重複申込みは、受付いたしません。

※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。

大阪市立長居植物園

（長居公園1-23）

06-6696-7117

2019ENJOY！長居フェスティバル

06-6696-7405

■秋のローズウィーク
色 鮮やかな 花 色と
濃厚な香りを堪能でき
る
「秋バラ」
約200品
祝 。
種、約3200株の色と
りどりのバラが咲き誇
ります 。
「 ロ ー ズガイ
ド」
や
「ローズヒップティサービス」
などのさまざまな
イベントも開催。バラの魅力に包まれて過ごす、優雅
なひとときをお楽しみください。
日時／10月5日 〜20日 9：30〜17：00
（入園は16：30まで）
※7日、
15日は休園
費用／入園料200円

申込不要

〜あなたのスポーツライフのきっかけに〜

体力測定 無 料
バザー 有 料
日時／10月6日 10：00〜16：00
対象／どなたでも
場所・問合せ 大阪市長居障がい者スポーツセンター
（長居公園1-32）
06-6697-8681
06-6697-8613

参加型スポーツ体験教室

無 料 申込不要

パラスポーツ体験
卓球・バドミントン開放
日時／10月14日 祝 10：00〜
（先着順）
※詳しい時間はお問合せください。
対象／どなたでも
場所・問合せ 東住吉スポーツセンター
（公園南矢田4-30-3）
06-6694-4580
06-6694-4581

東住吉警察署少年柔剣道推進会の
優勝報告が行われました！
東住吉警察署で日頃から柔道の練習に励む中学生が、7月に開催された
第36回大阪府警察少年柔剣道大会において柔道男子中学生（団体）の部で
優勝し、
報告のため区役所を訪問しました。
中学生の皆さんからは優勝の報告と大会の
感想などのお話を伺い、区長からもお祝いの言
葉と今後の活躍を期待する応援メッセージを送
りました。
皆さん、
これからも頑張ってください！
区民企画課5階54番

8

06-4399-9970

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。
10月4日 10：00から矢田出張所西側駐輪場、
10月18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）

