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06-6699-3000

東住吉会館

（東田辺2-11-28）

06-6699-1100

06-6697-8080

申込要
■体感を鍛える ピラティス教室
日時／9月24日〜10月29日
10:00〜11:10、11:20〜12:30
（全6回）
定員／各14名
（先着順） 費用／4,800円
申込要
■話せる 中国語 入門・初級・中級
日時／10月1日〜12月3日 （全10回）
【入門】18：00〜 【初級】19：10〜
10月3日〜12月5日 （全10回）
【初級】11：10〜 【中級】10：00〜
定員／各16名
（先着順） 費用／10,000円
申込要
■太極拳と自然気功を学ぶ 太極拳教室
日時／10月4日・18日、11月1日・15日・29日
10：00〜11：30
（全5回）
定員／２０名
（先着順） 費用／4,000円
申込要
■パソコン教室 ワード基礎コース
日時／10月5日〜11月30日
10：30〜12：15
（全8回）
（11月23日休講）
定員／１８名
（先着順） 費用／6,400円
※申込は電話、
ＦＡＸ、来館にて
※場所はすべて東住吉会館

平野区画整理記念会館

（中野2-7-16）

06-6702-0513

06-6702-0519

申込要
■教養講座
「徳川政権と徳川再築大坂城」
400年前の1620
（元和6）
年、徳川幕府は大坂夏
の陣で落城させた大坂城の再築工事を始めまし
た。幕府は豊臣大坂城と異なるどのような大坂城
を作り、
ここを政権の拠点としていったのでしょう
か。
「大阪城天守閣研究副主幹 宮本裕次先生」
を
講師に、大阪の歴史の中であまり注目されること
のなかった
「徳川大坂城」
に光をあて、興味深いさ
まざまな実態を紹介します。
（13：00開場）
日時／10月24日 13：30〜15：30
場所／平野区画整理記念会館 ホール
定員／100名
（先着順） 費用／500円
申込／会館窓口にて順次受付中
申込不要
■第199回 ひらの寄席
日時／9月13日 13：30〜15：40
（13：00開場）
場所／平野区画整理記念会館 ホール
定員／120名
（当日先着順） 費用／1,000円
演者／笑福亭大智、露の紫、桂春若、桂団朝、
桂米輔
（出演順）

（東田辺2-11-28）

06-6699-3222

無 料 申込不要
■いきものとつながる本展
9月16日まで開催のケース展示
「出張！自然史博
物館 大阪市内の公園の生きもの展」
にあわせ、身
近な生き物たちの本を集めました。また、生物多
様性についての本も同時に展示します。展示の本
は貸出できます。
日時／10月14日 まで
場所／東住吉図書館
（展示書架）

06-6697-6686

無 料 申込要
■だれでも百歳体操
日時／火曜〜金曜 13:30〜
定員／10名
（各回）
申込／参加前日までに電話にて
無 料 申込要
■脳トレで認知症予防
日時／10月21日 13：30〜15：00
定員／20名
（申込多数抽選）
申込／9月9日 10：00〜15:00 電話にて
無 料 申込要
■笑いで健康に
日時／10月13日 13：00〜15：00
定員／20名
（申込多数抽選）
申込／9月8日 10：00〜15：00 電話にて
無 料 申込要
■カラオケ講習会
日時／9月15日 13：30〜15：00
定員／20名
（先着順）
申込／電話にて
（現在受付中）
※センターご利用には
「利用証」
が必要です
※対象は市内在住60歳以上の方
※場所はすべて老人福祉センター

東住吉区社会福祉協議会

（田辺2-10-18さわやかセンター）

06-6622-6611

06-6622-8973

無 料 申込要
■さわやかサタデー
内容／ギターと歌の演奏です。
日時／9月12日 14：00〜15：00
申込／電話にて受付
（先着10名）
無 料 申込要
■音訳ボランティア養成講座
日時／10月5日 ・12日 ・22日 ・29日
10：00〜12：00
定員／15名
（先着順）
申込／9月29日 まで来所・電話・ＦＡＸにて受付
申込要
■さわやか健康教室＆茶話会
（第7弾）
内容／健康体操とマシーンで体力向上！
日時／10月14日 ・28日 、
11月11日 ・18日 、12月2日 ・9日
14：00〜16：00
（全6回）
定員／12名
（申込多数抽選）
対象／区内在住で65歳以上の要介護認定を受け
ていない方
費用／1回500円
申込／9月30日 まで電話・ＦＡＸ・窓口にて受付

防犯・防災
東住吉警察署からのお知らせ
東住吉警察署

（長居公園1-23）

06-6696-7405

■秋の七草展
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。詩に詠まれた、秋の訪
れを知らせる七種の草花
（ハギ・ススキ・キキョウ・
ナデシコ・クズ・フジバカマ・オミナエシ）
。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11日 〜22日 祝
9：30〜17：00
（入園は16：30まで）
※9月14日は休園
費用／無料
（別途入園料が必要）

06-6622-1234

■おおさか特殊詐欺被害防止コールセンター開設
しています！
7月1日から電話オペレーターによる府民に対す
る注意喚起を行っています。
運用期間／令和3年3月31日 まで
日時／月曜〜金曜日9：00〜17：00
（祝日・年末年始を除く）
コールセンターから通知される
発信者番号▶ 06-6123-7642

東住吉消防署からのお知らせ
東住吉消防署

06-6691-0119

■9月9日は
「救急の日」
です！
「救急の日」
及び
「救急医療週間」
は、救急医療及び
救急業務に対する国民の正しい理解と認識を深め、
救急医療関係者の意識の高揚を図ることを目的に、
毎年9月9日を
「救急の日」
とし、
この日を含む1週間
（日曜日〜土曜日）
を
「救急医療週間」
としています。
今年は、9月6日 〜12日 までが
「救急医療週間」
です。
【救急安心センターおおさか
（24時間365日対応）】
突然の病気やケガで困ったら…
病院に行った方がいい？救急車を呼んだ方がいい？
困ったときは…
#7119又は 06-6582-7119
に電話してください。
救急医療の適正利用をお願い
します。

移動図書館 9月
まちかど号巡回日
と き

長居植物園

06-6696-7117

東住吉図書館

06-6699-7000

東住吉区老人福祉センター

（東田辺2-11-28）

9月3日 、10月1日
14:25〜15：00

9月4日 、10月2日
10:25〜11:15
9月5日 、10月3日
14:25〜15:05
9月19日
10:20〜11:20
9月26日
11:15〜12：05

ところ

市営矢田部住宅中央公園
（公園南矢田1-22）

矢田東小学校東門
（住道矢田2-7）
サンヴァリエ針中野6号棟前
（湯里3-2）
中町会公園
（杭全7-14）
平野白鷺公園
（今川6-7）

中央図書館自動車文庫
06-6539-3305
広告
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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！！
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。
区民企画課 5階54番
06-4399-9970
06-6629-4564

