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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

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「
」交 通 事 故
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 身近でどんな犯罪や交通事故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
【3種類の登録方法】
❶2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。
❷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。
❸インターネットで登録 大阪府警察 安まちメール

東住吉消防署からのお知らせ
東住吉消防署

防犯担当からのお知らせ

06-6691-0119

高齢者、入浴中に事故！

高齢者の溺水のほとんどは、入浴中の意識障害にともなう入浴
事故に起因します。また、入浴事故は冬場に多く発生しています。
◆入浴事故予防の注意点
脱衣場や浴槽の中をあらかじめ温かくしておきましょう！
湯の温度は41℃以下にして、長湯はやめましょう！
体調が万全でないときの入浴は控えましょう！
飲酒や食後の入浴や、入浴中の急激な起立は避けましょう！
高齢者が入浴しているときは、家人や周囲の人が声かけす
るようにしましょう！
こんな時は119番！
！

区民企画課5階54番

東住吉区役所は令和元年10月11日、東住吉警察
署と相互に連携して各種活動に取り組むことによ
り、区民が安全に安心して暮らすことができる地域
社 会 の 実 現を目的とした「
、安 全・安 心なまちづくり
に関する協定」
を締結しました！

おぼれている
意識がない
呼吸がない

安まちメールを活用して、防犯や交通事故の対策をしましょう！
！

移動図書館 1月
まちかど号巡回日

平野区摂陽中学校の2年生が東住吉区役所で職場体験
令和元年１１月１４日 、
１５日 に、平野区の摂陽中
学校２年生、熊澤大将さん、松本睦生さんの２名が東住
吉区役所で職場体験を行いました。これまで区内の中
学校の職場体験を受け入れていましたが、今回、平野
区の摂陽中学校からの依頼を受け、実施することとな
りました。
区役所見学、
クラインガルテン広場での種植えや水
やり、広報業務、育和白鷺学園今林園での安全講習会、
青色防犯パトロールカーによる地域安全パトロール、選
挙で使用する物品の管理、国勢調査の準備作業などさ
まざまな仕事を体験していただきました。
今回の体験を通じて区役所の仕事を身近に感じ、興味
を持っていただけるとうれしく思います。
総務課5階51番
06-4399-9625

と

06-6699-1100

申込要
■初心者の楽しい水彩画教室 全７回
日時／1月9日・23日、2月6日・20日、3月5日・19日、
4月2日 13：30〜15：30
費用／5,600円
申込要
■流木の花飾り
日時／1月26日 13：30〜15：00
費用／1,200円
申込要
■簿記3級講座 全14回
日時／2月5日〜5月27日 毎週
（3月11日､4月29日､5月6日休講）19：00〜21：00
費用／20,000円
（教材費含む）
申込要
■初心者の手話教室 全6回
日時／2月20日〜4月2日 （3月12日は休講）
19：00〜21：00
費用／4,200円

平野区画整理記念会館

（中野2-7-16）

06-6702-0513

06-6702-0519

前売券発売中・自由席
■第198回 初笑いひらの寄席
日時／1月9日 13：30開演（13：00開場）
場所／1階ホール
定員／200名
（先着順）※車いすの方もそのまま入場可能です
木戸銭／1,000円
演者／桂弥っこ、笑福亭松五、桂春若、桂梅団治、桂米輔
前売券発売中・自由席
■キビート先生のサイエンスショー

使って不思議な現象を次々に起こし、子供たちの理科や
科学への興味を育みます。
日時／2月15日 11：00開演（10：30開場）
場所／1階ホール
定員／300名
（先着順）
費用／子供500円/大人800円
（前売券）
子供700円/大人1,000円
（当日券）
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1月7日 、2月1日
14：25〜15：05

サンヴァリエ針中野6号棟前
（湯里3-2）

1月9日 、2月6日
14：25〜15：00

市営矢田部住宅中央公園
（公園南矢田1-22）

1月10日 、2月7日
10：25〜11：15

矢田東小学校東門
（住道矢田2-7）

1月11日
10：20〜11：20

中町会公園
（杭全7-14）

1月18日
11：15〜12：05

平野白鷺公園
（今川6-7）

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

ところ

●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。

東住吉区社会福祉協議会

東住吉会館

き

中央図書館自動車文庫
06-6539-3305

施設情報
（東田辺2-11-28）

06-4399-9970

06-6622-9582

06-6699-3000

06-6622-8973

無 料 申込要
■里親講座
施設で暮らす子どもたち・週末里親について
日時／2月1日 10:00〜12:00
定員／20名
（先着順）
※一時保育6名まで要予約
申込／電話・FAX・メールにて
sawayakac2@yahoo.co.jp

■パソコンなんでも相談室
「インターネットでできること」
日時／2月1日 13：30〜15：30

無 料

申込不要

■さわやかサタデー
（サークルピーチによるテープクラフト）
日時／1月11日 14:00〜15:00

無 料

申込不要

※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

■スロージョギング教室
in 長居植物園 申込要

皆さんもはじめてみ
ませんか？ゆっくり走る

だけで、脳と体が元気
になる！
「初心者コース」
・
「植物コース」
に分かれて、スタッ
フの指導のもと植物園内を走ります。
日時／1月20日
10：00〜11：00
（9：30 受付開始）
費用／300円
（保険料含む）
定員／50名
（先着順）

06-6697-6686

とん ずみ

無 料 申込要
■らくてん東住寄席
日時／1月25日 13：30〜15：30
定員／80名
（申込多数抽選）
申込／1月10日 10：00〜15：00まで電話、
または
直接センターへ
無 料 申込要
■新春カラオケ大会
日時／1月29日 13：00〜16：00
定員／歌う人35名 聴く人45名
※どちらも先着順
申込／1月9日 10：00〜
歌う人は選曲が必要なため、直接センター
へ。聴く人は電話受付可。

※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
■年始についてのおしらせ
年始は1月7日 から開館します。
図書館ネットワークシステムの機種更新とあわせ、
1月6日 まで休館します。1月6日 9：00まで、返却
ポストはご利用いただけませんのでご了承ください。
■調べ物に
「商用データベース」
をご利用ください
商用データベースとは、
インターネットで提供され
る有料のデータベースです。新聞や雑誌の記事検索、
法律･判例情報や、医学・科学技術の最新の研究成果、
辞典・事典類の横断検索などが検索可能です。大阪市
立図書館全館の館内にある
「多機能OMLIS」
で、無料
でお使いいただくことができます。詳しく
は、大阪市立図書館ホームページをご覧く
ださい。

自転車シリンダー式リング錠・自転車前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。
1月17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）

