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06-6699-1100

06-6697-8080

■編み物教室 2wayネックウォーマー・ニット帽を作る 申込要
日時／11月18日〜12月9日
毎週水曜日 13:30〜15:30 全4回
定員／14名
（先着順） 費用／3,500円
申込要
■だれでもわかる 漢文 入門
日時／11月28日〜12月26日
毎週土曜日 13:30〜15:00 全5回
定員／18名
（先着順） 費用／4,500円
申込要
■マーベラス園田の マジック教室
日時／11月29日〜12月13日
10:30〜12:00 全3回
定員／18名 費用／3,600円
■その他の講座
Ｍｒ.アンダーソンの英会話
11月27日〜2月12日 全11回
クリスマスリース
12月6日 13:30〜15:30
※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

（田辺2-10-18さわやかセンター）

06-6622-6611

東住吉会館

06-6702-0519

■第200回 ひらの寄席
日時／11月12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
（先着順） 費用／1,000円
演者／笑福亭呂翔、桂二葉、桂春若、桂吉の丞、
桂米輔 （出演順）

06-6699-3000

（東田辺2-11-28）

06-6699-7000

06-6699-3222

無 料 申込不要
■あなたにこの本を！展
大阪市立図書館では、図書館で受け入れた大
人向け図書のなかから、毎月お薦めのものを紹介
しています。生涯学習に役立つよう、
また、多くの
方々に読書に親しんでいただけるよう、幅広い視
点で図書を選んでいます。
今回の展示では、平成29年12月〜令和2年10月
までに、お薦め図書として選んだものを集めました。
日時／12月16日 まで
場所／東住吉図書館 展示書架

4
2

申込不要

無料

申込不要

（長居公園1-23）

06-6696-7117

06-6696-7405

■コスモスフェア
可憐な｢コスモス｣。色とりどりの10万本のコ
スモスが長居植物園の秋を彩ります。期間最終
日には、コスモス畑を開放し、花摘み体験会（有
料）
も開催します。
※成育状況により変更となる場合があります。
日時／11月23日
（ ･祝 ）
まで 9：30〜16：30
（入園は16：00まで）
費用／入園料200円
（花摘み体験会300円）

イベント・講座・募集

06-6697-6686

東住吉図書館

無料

長居植物園

募集

無 料 申込要
■大阪市中央卸売市場見学
日時／12月15日
定員／20名
（先着順） 費用／30円
（保険料）
申込／11月10日 10:00〜窓口にて
無 料 申込要
■笑いで健康に
日時／12月8日 13：00〜15：00
定員／20名
（抽選）
申込／11月10日 10:00〜15:00電話にて
無 料 申込要
■カラオケ講習会
日時／12月22日 13：30〜15：00
定員／20名
（先着順） 申込／電話にて受付中
無 料 申込要
■脳トレでレクリエーション
日時／12月16日 13：30〜15：00
定員／20名
（抽選）
申込／11月18日 10：00〜15：00電話にて
※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

06-6622-8973

■パソコンなんでも相談室
テンプレートを使った年賀状の作り方
日時／12月5日 13:30〜15:30
■11月のさわやかサタデー
ボランティアによる作品展覧会
日時／11月14日 13:30〜15:30
※マスク着用でご参加ください。

東住吉区老人福祉センター

（東田辺2-11-28）

区旭町1-2-7-1000あべのメディックス10階
大阪市保健所管理課保健事業グループへ送
付及びファックス。メールでの申込みは、大阪
市 内サイト検索｢呼吸器講演会｣で検索し、
参加申込書をダウンロードしてください。
健康局保健所管理課保健事業グループ
06-6647-0648
06-6647-0718

東住吉区社会福祉協議会

無 料 申込要
介護就職デイ
介護合同就職WEB面接会 inあべのハルカス

あべのハルカス会議室と働きやすい介護施設を
目指している18社をオンラインで結んだWEB面接
会を開催します。今年は大阪市新規事業｢介護の職
場 担い手創出事業｣で雇用管理改善に取り組むモ
デル事業所も参加します。映画｢ケアニン2｣の上映
会も実施します。是非ご参加ください。
日時／11月26日 13：00〜16：00
場所／あべのハルカス会議室（阿倍野区阿倍野筋
1-1-43 あべのハルカス25階）
募集職種／介護職･看護職･その他
申込／ハローワーク阿倍野 職業相談窓口
人材確保対策コーナー
06-4399-6007(内線44#)
06-7711-6021
講座

あなたとあなたの大切な人に知ってほしい 無 料 申込要
COPDについて 〜日常に役立つ簡単ストレッチ〜

｢肺の生活習慣病｣と呼ばれるCOPD(慢性閉塞性
肺疾患)は、近年患者数が増加しています。COPD
は、
たばこの煙などの有害物質が原因で肺が炎症を
起こし、呼吸がしにくくなる病気です。呼吸器専門医
の分かりやすい講話や、健康運動指導士による｢手
軽にできる呼吸筋ストレッチ｣を行います。
日時／12月4日 13:30〜15:50
※受付13:00〜
場所／東住吉区民ホール
（区役所3階）
対象／市内在住、通勤･通学されている方
定員／先着50名
申込／12月4日 までに電話、
もしくは各区役所･保
健福祉センター等に設置している参加申込
書に必要事項を記入し、
〒545-0051 阿倍野

講習会 「クラインガルテン･東住吉｣寄せ植え講習会

(クリスマス･お正月兼用)

申込要

クリスマス・お正月のどちらにもインテリアとして
使える寄せ植えを作ります。
なお、新型コロナウイルス感染症の影響により、直
前に中止とする場合がございます。詳細につきまし
ては、事前にお問合せいただくか、東住吉区の で
ご確認ください。
日時／12月20日 ①10:00〜 ②11:00〜
定員／各回15名(申込み多数の場合抽選)
対象／市内在住の方 費用／2,000円
（当日徴収）
締切／11月27日 必着
往復ハガキに住所･氏名･電話番号･希望する
時間を記入のうえ、
〒546-8501東住吉区東
田辺1-13-4 区役所区民企画課｢寄せ植え
講習会｣係まで
06-4399-9908
06-6629-4564
講演会

人権講演会
｢新型コロナ3つの感染症
〜病気・不安・差別〜」

無料
申込要

新型コロナウイルス感染症に起因する人権問題に
ついて、区民の皆さんに認識と理解を深めていただ
くために、講演会を開催いたします。
日時／12月5日
①11:00〜 ②14:00〜
各回1時間30分程度
（開場は30分前）
場所／東住吉区民ホール
（区役所3階）
※マスク着用をお願いします。
※車でのご来場はご遠慮ください。
講師／坂本晴子さん
(大阪赤十字病院新生児･未熟児科部副部長
兼救急科部副部長)
花井十伍さん
(NPO法人ネットワーク医療と人権 理事)
定員／各回50名 ※手話通訳あり
申込／11月20日 17時までに、下記申込先に電
話、
メール、往復ハガキいずれかの方法でお
申込みください。申込み時には「
、東住吉区人
権講演会」
の旨と、希望時間・氏名・住所・連絡
先（電話番号等）
を必ずお示しください。
（一
人一申請・申込多数抽選）
※区役所での申込受付は行いません。
申込先／一般財団法人 大阪教育文化振興財団
〒541-0055 大阪市中央区船場中央4-110-203「大阪教育文化振興財団青少年事
業課」
あて
06-4963-3254
（ 〜 ）
hito-kirakira@kyoiku-shinko.jp
区民企画課 5階54番
06-4399-9908
06-6629-4564

窓口の呼出番号・待ち人数
区役所窓口の呼び出し状況・待ち人
数は区役所 またはこちらの二次元
コードから確認できます！
窓口サービス課
（住民情報・保険年金）
保健福祉課
（福祉・介護）
混雑状況緩和のため
ご協力よろしくお願いします。

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

