
各地域の 盆踊り夏祭り

左記の新聞を未購読の方で配付（無料）をご希望の方は、区役所総務課  6930-9095へ。点字版、SPコード対応版もあり
ます。CD版の貸出しも行っています。区ホームページにデジタルブック版、PDF版、音声版を掲載しています。

「ふれあい城東」は新聞折込（朝日・毎日・読売・産経・日本経済・大阪日日）で毎月１日（休刊日などの場合は翌日）にお届けし
ています。

と　き ところ 雨天の場合
榎並 7月16日(土)・17日(日) 18:00～ 榎並小学校 7月18日(月・祝)

今福 7月23日(土) 18:00～ 今福小学校 7月24日(日)

菫
7月23日(土) 15:00～

すみれ小学校 雨天中止
7月24日(日) 17:00～

聖賢 7月30日(土) 15:00～ 聖賢小学校 雨天中止

関目 7月30日(土)・31日(日) 16:00～ 関目小学校 小雨決行

成育 7月30日(土) 17:00～ 成育公園 7月31日(日)

城東
7月30日(土) 18:30～

城東小学校 小雨決行
7月31日（日） 18:00～

鴫野 7月30日(土) 19:00～ 鴫野公園グラウンド 7月31日(日)

中浜 7月30日(土)・31日（日） 19:00～ 中浜小学校 雨天中止

諏訪 8月1日(月)・2日(火) 18:00～ 諏訪小学校分校跡グランド 両日とも雨天時は8月3日（水）

放出 8月5日(金)・6日(土) 19:00～ 放出小学校第2運動場 小雨決行

鯰江 8月6日(土) 13:00～ 鯰江小学校 雨天中止

鯰江東 8月6日(土) 16:00～ 鯰江東小学校 雨天中止

関目東 8月6日(土)・7日(日) 18:00～ 関目東小学校 雨天中止

森之宮 8月6日(土) 19:00～ 第2団地グラウンド 8月7日(日)

東中浜 8月6日(土)・7日(日) 17:00～ 東中浜公園グラウンド 雨天決行

 第60回 ロビーコンサート

とき▶7月27日（水）19:30～（40分程度）
ところ▶区役所 1階ロビー
定員▶100名程度（当日先着順）
出演▶mariful（フルート：江崎 晴佳、
マリンバ：北川 桃子）
曲目▶カノン、川の流れのように

 区役所市民協働課
 6930-9093　  6931-9999  第43回 城東まつり

とき▶8月27日（土） 
13:00～21:00
ところ▶蒲生公園一帯
詳しくは「ふれあい城東」
8月号でお知らせします。

 区役所市民協働課
 6930-9734　  6931-9999

 夏休み人権啓発事業
 なつやすみ猿回しのつどい
～お猿さんとの暮らし・旅回りのお話～

　幼いときから人間と一緒に暮らし、信
頼関係を築きながら芸を覚えたお猿さ
ん。そんなお猿さんと、生き物とのつきあ
い方や命の大切さを考えてみませんか。
とき▶8月11日（木・祝）
14:00～15:30（13:30開場）

ところ▶区民センター2階ホール（中
央3-5-45）
演者▶猿
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定員▶400名（当日先着順）

 区役所市民協働課（市民活動支
援担当）
 6930-9093　  6931-9999

各地域のお祭りに参加して、ふるさと城東の思い出をつくりましょう！！各地域のお祭りに参加して、ふるさと城東の思い出をつくりましょう！！

　
　区内で活躍する合唱団など、それぞ
れのグループが日頃の練習の成果を披
露します。
　また、会場全員で「365日の紙飛行機」
等を歌います。ぜひお越しください。

とき▶8月7日（日）13:00～（12:30開場）
ところ▶区民センター 2階ホール
（中央3-5-45）
定員▶300名（先着順）
http://www.city.osaka.lg.jp/

joto/page/0000353785.html

 区役所市民協働課（〒536-8510　中央3-5-45）　  6930-9041　  6931-9999

　誰もが参加し楽しめる“城東区の文
化祭”「城東区SARUGAKU祭」のステ
ージで、歌・ダンス・演奏・手品・漫才・大
道芸・民族芸能など楽しいパフォーマ
ンスをしてくださる出演者を募集しま
す。

対象▶区内在住・在勤・在学の方や城東
区にゆかりのある方
定員▶50組（先着順）　※内容によっ
てはお断りすることがあります。
舞台▶蒲生グラウンド内　特設ステー
ジ（間口9ｍ×奥行7.2ｍ×高さ0.9ｍ）
出演時間▶7分（入退場・準備等を含む）
費用▶ 1演目2,000円

（出演者説明会で集めます。）
※ 衣装・音源・楽器など必要な物は各自
ご用意ください。
申込み▶参加申込書に必要事項を記入
し、下記問合せ先までFAXまたは持参

（申込書は区役所3階33番窓口等に設
置、区ホームページでダウンロード可）。
締切り▶7月29日（金）必着
 http://www.city.osaka.lg.jp/
joto/page/0000358766.html

　2月26日（日）に区民センター2階
ホールで行われる第九演奏会の合唱参
加者を募集します。初心者の方もお気
軽にご参加ください！
練習日▶10月1日（土）開始
第1・第3土曜日14:00～16:00
第2・第4火曜日19:00～21:00
練習場所▶区民センターほか

費用▶大人2,000円／月　高校生以下
1,000円／月 （練習日に集めます。）
申込み▶参加申込書に必要事項を記入
し、下記問合せ先までFAXまたは持参
（申込書は区役所3階 33番窓口等に設
置、区ホームページでダウンロード可）。
 http://www.city.osaka.lg.jp/
joto/page/0000358767.html

　第10回を記念し、城東区第九演奏会
のソリストを公募します！
参加資格▶区内在住・在勤・在学または
城東区にゆかりのある方
選考方法▶10月1日（土）17:00～区民
センター2階ホールにてオーディショ
ンを実施し決定
申込み▶参加申込書に必要事項を記入
し、下記問合せ先まで送付または持参
（申込書は区役所3階33番窓口等に設置、
区ホームページでダウンロード可）。
締切り▶8月31日（水）必着
  http://www.city.osaka.lg.jp/
joto/page/0000358772.html

第5回城東区SARUGAKU祭開催日程
とき▶11月20日
（日）9:30～16:00
ところ▶蒲生公園
グラウンド（中央
3-5）、区民センター
(中央3-5-45）
※小雨決行・荒天
中止

城東区SARUGAKU祭
イメージキャラクター
「ゆめのや猿之介」
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１.城東区の合唱団が集う 第8回城東区合唱祭開催!!

２．第5回城東区SARUGAKU祭
　 －こどももおとなも全員集合‼－出演者募集！

３．第10回城東区第九演奏会 合唱参加者募集！ ４． 第10回城東区第九演奏会
ソリスト募集！

申込不要 無　料

有　料申込要

有　料申込要

申込不要 無　料

入場無料申込不要

無　料申込要
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