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イベント・講座・募集

『学習塾なでしこ』の受講生を募集します！ 申込要

クラインガルテン広場

「やさいづくり体験塾（春・夏コース）」参加者募集
大人気の農業体験ができる講習会の春・夏コースの参加者を募集します。
クライ
ンガルテン・東住吉のスタッフが基礎からていねいに指導しますので、初心者の方
でも気軽に体験していただけます。土に触れ、
やさいづくりを体験しませんか！
期間／4月11日〜7月18日の 9：30〜11：00頃 全15回（予定）
※週によって変更あり
場所／クラインガルテン広場
（矢田1-16-22）
ほか
内容／春・夏野菜や、
なにわの伝統野菜の栽培・講習会など
対象／市内在住の方
定員／15名（申込多数抽選）
費用／3,000円
締切／3月26日 必着
申込・問合 往復ハガキに住所・氏名
（ふりがな）
・年齢・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
「やさいづくり体
験塾」係へ
06-4399-9908
06-6629-4564

手話奉仕員養成講座（初級コース）
開講式／4月9日 19：00〜20：30 北区民センターホール（北区扇町2-1-27）
期間／4月15日 〜来年2月17日の毎週水曜日
（全40回）19：00〜20：40
場所／早川福祉会館（南田辺1-9-28）
対象／区内在住または在勤で高校生以上の初心者の方
定員／30名（応募多数抽選）
費用／テキスト代
（DVD付）3,300円
（税込）
締切／3月21日 必着
主催／大阪市聴言障害者協会 主管／東住吉区聴言障害者福祉協会
申込・問合 往復ハガキに住所・氏名
（ふりがな）
・年齢・電話番号・勤務先（区外在住者
のみ）
を記入の上、
〒546-8501 東田辺1-13-4 東住吉区役所保健福
祉課（福祉）
「手話入門講座受講申込」
までお申込みください。
06-4399-9852
06-6629-4580

区内の中学生を対象に実施する民間事業者を活用し
た課外学習会『学習塾なでしこ』の受講生を募集します。
習熟度に合わせた少人数個別指導により、国語・数学・英
語の3教科を学習します。会場となる学校の生徒以外の
方も参加できますのでぜひお申込みください。
令和2年4月開講

対象／区内の中学1〜3年生（令和2年4月現在）
費用／月額10,000円（税込）※大阪市塾代助成カードが使えます ※教材費込み
会場と実施日／※申込時に1週間4コマのうち希望される2コマを選択してください
会
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定員／1会場あたり30名程度（先着順）
『東住吉区学習塾なでしこ』
係
申込・問合 家庭教師のトライ大阪校
（3月6日 から受付）
0120-555-202（10：00〜22：00）
※詳細は東住吉区ＨＰをご覧ください▶
〈
〈大阪市塾代助成カードとは〉
〉学習塾などで月1万円まで利用
できるカードです。
要申請（所得制限あり）。
大阪市塾代助成事業運営事務局
06-6452-5273
https://www.juku-osaka.com/

一緒に少年柔道・少年剣道を学びませんか！ 練習生募集
日時／令和2年4月〜令和3年3月
柔道：毎週
の18：00〜20：00
剣道：毎週 の18：30〜20：30、 の16：30〜18：30
場所／柔道：中野中学校格技室（中野4-4-25）
剣道： 東住吉中学校格技室（桑津5-17-25）
東田辺小学校体育館
（東田辺2-14-6）
対象／区内在住の新小学3年生〜新中学3年生 定員／いずれも数名
申込／直接、東住吉警察署少年柔剣道推進会事務局まで。
必要書類があるため、
お問合せください。
募集期間／3月1日 〜4月17日
東住吉警察署少年係
06-6622-1234
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❶2020年度の入学受付は、4月30日までです。ただし、学校の休業日（土・日・
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祝）は除きます。
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受けられないまま中学校を卒業した15歳以上の方が入学できます。
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❹授業料は、いりません。
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❺大阪府に住んでいる方が、入学できます。
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育委員会または夜間学級のある学校に相談してください。）
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❻外国籍の方も入学できます。
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大阪市立文の里中学校夜間学級
（阿倍野区美章園1-5-52）
06-6621-0790
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1コマ目18：30〜19：40
2コマ目19：45〜20：55

ぜひ、見学に
来てっぴ♪

日時／4月〜9月
（月2回程度 ・祝 ）
場所／東住吉高校テニスコート
（平野区平野西2-3-77）
対象／区内在住で中学生以上の初心者 16名 ※申込多数抽選
費用／4,000円（保険料含む） ※ラケット貸出無料 締切／3月23日
申込／申込書を下記事務局へＦＡＸまたはメールで送付してください。申込書はＨＰからダ
ウンロードできます。
主催／東住吉区スポーツ推進委員協議会
一般財団法人 大阪市コミュニティ協会 東住吉区支部協議会
06-6115-8236
06-6115-8260
higashisumi-komikyo@arion.ocn.ne.jp

夜間中学校で勉強しませんか 生 徒 募 集
じ じょう

時間

生涯テニス参加者募集

日時／3月22日 14：30開演（開場14：00）
場所／東住吉区民ホール
（区役所3階）
※車での来場はご遠慮ください（区役所駐車場は利用不可）
内容／前半 アマチュアによる歌唱・演奏
後半 プロによる歌唱・演奏
（Kiko & アロージャズオーケストラ、Heartful Funks）
定員／600名
入場料／2,000円（全席自由） ※保護者1名に2名まで小学生以下無料
主催／東住吉音楽祭実行委員会
大阪市コミュニティ協会 東住吉区支部協議会
チケット購入・問合（一財）
06-6115-8236
06-6115-8260
higashisumi-komikyo@arion.ocn.ne.jp
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区内の小・中学校とその校区を紹介するコーナーです！

育和小学校

元気で本好きな子どもたちが
いっぱいの学校です！

〈学校概要〉所在地／〒５４６-０００２ 杭全４-１０-１２
児童数／５６８名(令和元年５月１日現在)
「とにかく子どもたちが元気！」
この校長の一言に、
よき校風が表れていると感じました。道路からすぐの
階段から直接学校の入口へ！ 地域に開かれた校内
ビオトープ
「自然の空間」
など周辺の教育環境も大切
にする美しい学校というのが取材した第一印象です。
「自ら学び、自ら考える子」
主体性・判断力を重んじる
中で、特に力を入れているのが読書活動の推進です。朝の読書タイムやボランティアさ
んによる絵本の読み聞かせなど、楽しみながら読書習慣を身に付けるという取組です。
日替わりのお昼の
「English Time」
とロング休み時間
「育和タイム」
も子どもたちのマ
ルチに情操を育む貴重な機会として効果を発揮しています。一方
「粘り強く最後までや
り抜く」
精神は伝統
「育リンピック」
で！持久走やなわとびなど自身でカード管理し、連続
してチャレンジすることの大切さも学びます。おまつりなど地域行事への参加も、PTA
や
「はぐくみネット」
の皆さんの強い愛情に支えられ、積極的な交流が図られていました。
（なでしこライター：神末 吉庸）

政策推進課 5階53番

06-4399-9683

広報東住吉なでしこ2月号5面について
学校紹介コーナー
「南百済小学校」
の二次元コードが誤っておりました。正しくは、右記の二次元コードとなります。区民の皆さま、関係者の皆さまにご迷惑をおかけしたことをお詫び申しあげます。

