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イベント・講座・募集
催し

花と遊ぼう！2020

申込要

小学生の皆さんに、日本の芸術文化｢いけばな｣を
体験いただき、｢表現する楽しみ｣を感じてもらうワー
クショップです。※車での来場はご遠慮ください。
日時／
1月16日 14:00〜15:00
（受付開始13:30）
①｢いけばなの基本を学ぼう｣、日本の伝統芸能
「詩吟｣の魅力を楽しむ。
1月23日 14:00〜15:00（受付開始13:30）
②｢いけばなの基本を応用してみよう｣、日本の伝
統芸能｢能｣の魅力を楽しむ。
場所／東住吉区民ホール
（区役所3階）
定員／小学生40名
（保護者見学可）
費用／1回につき550円
締切／12月18日 必着
申込／ハガキ、
ファックス、
メールにて、参加プログラ
ム名①②もしくはその両方、参加者の名前・
学年・住所・連絡先
（電話番号、
メール）
を記入
のうえ、
〒546-8501 東田辺1-13-4 東住
吉区役所区民企画課｢いけばな｣担当へ。
※申込多数の場合は、①②とも応募された方
を優先のうえ抽選しますので、
ご了承をお
願いいたします。
区民企画課 5階54番
06-4399-9908
06-6629-4564
geibun-higashisumi@city.osaka.lg.jp
募集

こども会育成連合会 親善ソフト・キック
ベースボール大会が開催されました

10月11日 西浦池グラウンドにて、
こどもたちに
よる激闘が繰り広げられました。
●ソフトボールの優勝
（東住吉区代表）
チーム
南百済ファイターズ
●キックベースボールの優勝
（東住吉区代表）
チーム
今川連合
さらに、
ソフトボール優勝チーム南百済ファイター
ズは
「第58回大阪市各区こども会対抗親善ソフト
ボール大会」
において初優勝しました。おめでとうご
ざいます。

区民企画課 5階54番
06-4399-9908

4

成人の日を迎える皆さんの新たな門出をお祝いします。
当日の参加受付は行いませんので、
ご理解のほどお願いいたします。
開催日
場所

06-6629-4564

令和3年1月11日

祝

事前予約制
（先着順）

◆注意事項

東住吉区民ホール
（区役所3階）

9 :30〜10:15
（開場 9 :00） 定員/60名
11:30〜12:15
（開場11:00） 定員/60名

大阪城南女子短期大学
坂上記念ホール
（照ヶ丘矢田2-23-13）
もしくは第一学舎
（湯里6-4-26）

●会場および会場周辺での喫煙、飲酒、酒気
帯び、大声で騒ぐなどの迷惑行為を固く禁
止します。
●当日は、必ずマスク着用をお願いします。
●発熱や症状があれば、
ご参加はご辞退くだ
さい。
●自転車や車での来場はご遠慮願います。
●手話通訳あり。その他、配慮を必要とされ
る方は事前にご相談ください。

9 :30〜10:15
（開場 9 :00） 定員/190名
11:30〜12:15
（開場11:00） 定員/190名
※感染症拡大防止のため会場を分けています。
区民ホールを式典実施会場とし、大阪城南女子短期大学では式典内容をオンライン上映する予定です。
対象／平成12
（2000）
年4月2日〜平成13
（2001）
年4月1日生まれの方
申込／A〜Dをお選びのうえ、12月7日 〜18日 の間に区ホームページまたは電話にてお申込みください。
区民企画課 5階54番

2020年度

06-4399-9908

06-6629-4564

東住吉区小中学生人権標語コンクール入選作品決定
東住吉区役所・

2,434作品
（小学生1,352作品、中学生1,082作品）
のご応募を
いただき、審査の結果、次のとおり入選作品が決定しました。

主催 東住吉区人権啓発推進協議会

小学生の部
最優秀賞

南田辺小学校6年

中学生の部

井上 佳里奈さん

「ネットでも 人権を守って 楽しもう」

2021年度大阪府高齢者大学校受講生

地域でのまちづくり・コミュニティづくりなどの社
会参加活動、創造的でより豊かな生活を実現しよう
とするシニアを支援します。
開講期間／2021年4月〜2022年3月
講座内容／歴史・語学・文化・自然・美術・暮らしなど
63科目
受講料／年額60,000円
※なお、科目によっては特別教室費・校外学習・
実習・自主活動等の別途負担費用有
申込／令和3年1月20日 15：00までに、大阪府高
齢者大学校 。または、申込書を直接持参、
郵送。
※申込多数抽選・初めての方優先入学有
認定NPO法人 大阪府高齢者大学校・募集
委員会 〒540-0006 大阪市中央区法円
坂1-1-35 アネックスパル法円坂
（大阪市教
育会館）
内
06-6360-4400
06-6360-4500
戦績
発表

東住吉区成人の日 記念のつどい

優秀賞

南百済小学校6年

山下 虎白さん

矢田東小学校5年

田嶋

「かわろうよ 人より先に 自分から」

龍河さん

「思いやり 人と人とを つなぐ橋」

佳 作

桑津小学校6年

児島 大輔さん

田辺小学校4年

大西 歓奈さん

田辺中学校1年

廣重 百々さん

「No！差別 いのちの重みを 考えて」

優秀賞

中野中学校2年

今川 由雫さん

白鷺中学校3年

久下

「考えよう SNSの 使い方」

「正しいの？ 君がしている その行動」

区民企画課 5階54番

新太さん

「侵せない 人権・平等 自由な人生」

佳 作

「止めようよ 見て見ぬふりも いじめだよ」

募集

最優秀賞

白鷺中学校3年

中村 璃夏さん

「書きこんだ その一言が

東住吉中学校3年

「大丈夫

06-4399-9908

刃物になる」

生駒 優希さん

君の味方は そばにいる」

06-6629-4564

東住吉区小学生朝食コンテスト

毎日、朝食を食べることの大切さを家族で考え、朝食を食べる子どもが増えるように、朝食コンテストを行います！
応募期限／令和3年1月12日 まで ※当日消印有効
内容／手軽でおいしい朝食メニュー
（1食分） 資格／区内在住の小学生
受賞内容／栄養バランスいいで賞・おいしそうで賞・アイデア賞 合計50作品
※入賞者には2月中旬頃に直接ご連絡します
応募方法／応募用紙（区のホームページまたは区役所1階13番窓口にて配付）に必要事項を記入のうえ、朝食の写真またはイラ
ストを貼り、直接持参または〒546-8501 東田辺1-13-4 東住吉区役所保健福祉課「健診担当」まで。
※1人1メニューのみでご家族と一緒に考えたものでも応募できます。
保健福祉課
（健診）
1階13番
06-4399-9882
募集

ファミリークッキング
〜やってみよう！たのしく食育！〜

申込要

大阪市中央卸売市場東部市場(東住吉区)から、野
菜のプロが区役所にやってきます！
日時／1月16日 ・23日 10：00〜13：00
場所／区役所1階検診室
対象／区内在住の小学生とその保護者 各日4組
内容／お話｢地元でとれる田辺大根について｣
調理実習・試食
献立／大根のグラタン、葉っぱごはん、大根と豚で
さっぱりサラダ、
スイートパンプキン
費用／大人
（おひとり）
500円、
こども
（おひとり）
300円
※おみやげ付き
申込／12月7日 〜18日
※申込多数抽選
保健福祉課
（健診）
1階13番
06-4399-9882

移動図書館
まちかど号巡回日

と き

12月3日 、1月7日
14:25〜15：00
12月4日 、1月8日
10:25〜11:15
12月5日 、1月9日
14:25〜15:05
12月19日
10:20〜11:20
12月26日
11:15〜12：05

月

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

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

