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川柳講座参加者募集
　
　区内で活動する生涯学習推進員と一
緒に、「川柳」について学んでみません
か？
とき▶ 5月31日（火） 14：00～16：00
ところ▶区民センター 大会議室１
（中央3-5-45）
対象▶城東区内在住・在勤・在学の方
定員▶40名（多数抽選）
申込み▶往復ハガキ、FAXまたはメー
ルで、講座名・住所・氏名・電話番号
を記入し、下記問合せ先までお申し込
みください。
締切り▶5月24日（火）必着
主催▶大阪市生涯学習推進員城東区連
絡会

 区役所総務課（総合企画）
（〒536-8510　中央3-5-45）

 6930-9094　  6932-0979
miruyukiku@city.osaka.lg.jp

「城東区はなびとコスモスタッ
フの会」メンバー募集
　城東区では、市民と協働した花と緑
のまちづくりを推進するために「種か
ら育てる地域の花づくり支援事業」を
実施しています。
　鯰江公園内にある「花づくり広場」
で季節の花を種から育て、公共スペー
スなどへ出荷し、まちを飾っています。
花や緑に興味のある方、花づくりボラ
ンティアに参加しませんか。詳しくは
下記問合せ先まで。

 区役所市民協働課
 6930-9042　  6931-9999

緑のカーテン育て方相談会

　城東区では「ヒートアイランド対策」
を目的に「種配布・相談会」を実施す
るなど緑のカーテンの普及に取り組ん
でいます。
　「緑のカーテンづくり」に取り組む
中で「どうすればもっと大きくなる
の？」「ネットの張り方がわからない」
などの疑問に緑のカーテンサポーター

花と緑の相談車
「ひとり・ふたり・みどり号」

　蒲生公園で「ひとり・ふ
たり・みどり号」の花とみ
どりの講習・相談を行い
ます。庭木や草花の園芸
でお悩みの方はぜひお越しください。
とき▶５月27日(金)14:00～15:30
ところ▶蒲生公園(中央3-5)
内容▶講習「緑のカーテンづくり」、「ひ
とり・ふたり・みどり号」にはビデオ、図
書などもあります

鶴見緑地公園事務所　企画調
整班

 6912-0650　  6913-6804

あそび小屋
～なつかし手作りおもちゃ～

　シルバーボランティアの皆さんと昔
ながらの手作りおもちゃをつくってみ
ませんか！
とき▶5月22日(日)11:00～12:00、
13:00～16:00　(最終受付は15：45)
ところ▶キッズプラザ大阪（北区扇町
2-1-7）
対象▶中学生以下のお子さん
費用▶無料（入館料別）
入館料▶大人1,400円、小・中学生800
円、幼児（3歳以上）500円

キッズプラザ大阪　
6311-6601
6311-6605

■らくらくヨガ教室体験会

とき▶５月６日（金）、５月20日（金） 
15：15～16：15
対象▶大人の方
費用▶ 540円（１回）
申込み▶費用を添え
て上記問合せ先まで
持ち物▶飲み物（水分
補給用）
※動きやすい服装で
　ご参加ください。

■キッズ体操教室
　
とき▶毎週火曜日 16：45～17：45
対象▶4歳～小学2年生
費用▶4,320円（１か月４回）
申込み▶費用を添
えて上記問合せ先
まで
持ち物▶体育館用
の上履き、飲み物
（水分補給用）
※ 動きやすい服装
でご参加ください。

城東スポーツセンターの
催し物　　  （鴫野西 2-1-21）
 6965-1391　  6965-1392

■大阪ばら祭 2016

　フラワーホールがバ
ラの香りに包まれま
す。愛好会によるガー
デンローズ、パステ
ル調の上品な無農薬栽培のバラによる
大デコレーション、野生バラからイング
リッシュガーデンまで楽しめます。
とき▶5月13日（金）～15日（日） 
10：00～17：00（入館は16：30まで）
※5月13日は13:00から 
費用▶無料（入館料別）

■花季さつき展覧会

　見事に花を咲かせ
たサツキ盆栽がフラ
ワーホールに勢ぞろ
い！関西最大級の展
示会をお見逃しなく。
とき▶ 5月25日（水）～29日（日） 
10：00～17：00（入館は16：30まで）
費用▶無料（入館料別）

ノルディック・ウォーク教室

　鶴見緑地でノル
ディックポールを
使用したウォーキ
ング「ノルディッ
ク・ウォーク」を体
験してみません
か。
とき▶５月21日
（土）10:00～12:00  小雨決行（受付
は9:30から園内の鶴見スポーツセン
ター前にて）
ところ▶鶴見緑地
（鶴見区緑地公園2-163）
対象▶16歳以上
定員▶30名（先着順）
費用▶1,000円（保険料含む、料金は当
日集めます）
申込み▶下記問合せ先まで電話または
来館にて
持ち物▶ポール（お持ちの方）、飲み物
（水分補給用）
※レンタルポールもあります。
※動きやすい服装でご参加ください。

 鶴見緑地パークセンター
 6911-8787　  6911-8714

区民スポーツ大会
第31回
城東区民ゲートボール大会
とき▶５月15日（日） ９:00開会
ところ▶すみれ福祉コート
（古市 3-5）
対象▶区内在住・在勤の方で構成す
るチーム
募集数▶ 36チーム（先着順）
費用▶１人600円
申込み▶参加費を添え
て下記問合せ先または
城東区体育厚生協会
（区ゲートボール連盟）
まで
締切り▶５月10日（火）

大阪市コミュニティ協会城東区支部協議会
（５月16日まで城東区民センターに臨時出張受付窓口
を設置します）

4255-6066 4255-6088（左記期間中のみ使用可）
http://www.city.osaka.lg.jp/joto/page/

0000199111.html

第19回 城東区民
バドミントン大会（ダブルス
団体戦）
とき▶６月12日（日） 9:30開会
ところ▶城東スポーツセンター
（鴫野西 2-1-21）
対象▶区内在住・在勤の方、または城
東区バドミントン連盟加入者で構成す
るチーム（男女３名ずつ）※学生を除く
募集数▶ 36チーム（先着順）
費用▶１チーム 6,000 円
申込み▶参加費を添えて下記問合せ先
または城東区体育厚生協会（区バドミ
ントン連盟）まで
締切り▶ 5月15日（日）

区長杯 第19回 城東区民
女子バレーボール大会
とき▶６月19日（日） 9:30 開会
ところ▶城東スポーツセンター
（鴫野西 2-1-21）
対象▶区内在住の女性で構成する９
人制バレーボールチーム 
※学生を除く
募集数▶ 25チーム（先着順）
費用▶１チーム 5,000 円
申込み▶参加費を添えて下記問合せ
先または城東区体育厚生協会（区マ
マさんバレーボール連盟）まで
締切り▶ 5月16日（月）

申込要 有　料

申込要 有　料

申込要 有　料

申込要
有　料

民踊講習会 受講者募集

とき▶６月４日（土）、19日（日）、25
日（土）、７月３日（日）
19:00～20:30　全４回
ところ▶区民センター２階ホール
（中央 3-5-45）
対象▶区内在住・在勤の方
定員▶120名（先着順）
費用▶1,000円（4回分）
申込み▶参加費を添えて下記問合せ先
まで
募集期間▶５月10日（火）～25日(水)

 大阪市コ
ミュニティ協会城
東区支部協議会
（上記期間中、城
東区民センターに
臨時出張受付窓口
を設置します）
4255-6066
4255-6088

（上記期間中のみ
使用可）

申込要 有　料

咲くやこの花館の催し物
（鶴見区緑地公園2-163）　

入館料▶500円〈市内在住の65歳以上
の方、障がい者手帳をお持ちの方（要証
明書提示）、中学生以下無料〉
6912-0055　 6913-8711

申込不要

申込不要

英語であそぼう
 
　英語に親子でふれあおう！！
とき▶５月19日（木）14:30～15:00
（受付は14:00から）
ところ▶城東区子ども・子育てプラザ
（今福西1-1-39）
対象▶１歳半以上の就学前の幼児（保
護者同伴）
定員▶ 35組（当日先着順）
講師▶幼児英会話指導員
杉本　淳子氏

城東区子ども・子育てプラザ
・ 6933-2880

がお答えします。お気軽にお越しくだ
さい。
とき▶５月27日（金）10:00～12:00
ところ▶区役所１階 101会議室

 区役所市民協働課
 6930-9042　  6931-9999

キッズプラザ大阪　

申込不要 無　料

申込不要 無　料
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申込不要 無　料
申込不要

申込要 無　料


