
第61回ロビーコンサート
～フルートとピアノで語る音楽物語～

とき▶9月30日（金）20:00～(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▶ フルート：大

おおしろ

城 梨
り か

花、
ピアノ：大

おおしろ

城 杏
きょう

花
か

曲目▶ 旅愁、枯葉、リベルタンゴ、
音楽物語「鶴の物語」
 区役所市民協働課

 6930-9093　  6931-9999

どなたでも参加できます。ところ▶各小学校講堂

①影絵芝居&音楽
インドネシアの影絵芝居
（ワヤン・クリ）とガムラン音楽
講師▶ハナ☆ジョス（ジャワ芸能ユ
ニット）
内容▶イン
ドネシアの
影絵芝居は
千年以上の
歴史を持ち、
ユネスコ文
化遺産に登
録されています。青銅製の打楽器と弦
楽器を使って演奏するガムラン音楽
は、中部ジャワの響きが楽しめます。イ
ンドネシアのじゃんけんや人形を動か
す体験もできます。

 区役所市民協働課　  6930-9093　  6931-9999

③音楽&トーク
光の声をききながら～
トーク&一緒に歌おう
講師▶時

と き た

田 直
な お や

也（声楽家/バリトン）
内容▶「目が見
えないことは不
便ではありま
すが、決して不
幸ではないので
す。」生まれつき
目が見えないな
がらもピアノを
弾き、しっかり歌う姿に感じるものがあ
るはず。クラシックの名曲からJ-POP、
外国や日本民謡までさまざまなジャン
ルの音楽や自身の阪神淡路大震災での
被災体験談などもお届けします。

②落語&トーク
桂ぽんぽ娘(かつらぽんぽこ)の
にんげん、大好き!
講師▶桂

かつら

ぽんぽ娘
こ

（落語家）
内容▶芸人の「いじり」はプロの技で、
「いじめ」とは違
う。自身が学生
時代に受けたい
じめの経験を盛
り込みつつ、前
向きな人生観を
語ります。上方
落語協会に所属
しながらも、一児の母として子育てに
も奮闘しています。どんなことにも前
向きに生きるというパワフルさと軽快
なトークから、心に笑いの栄養がもら
えます。一筆箋質問コーナーや皆さん
のお悩み相談にもおこたえします。

［当日プログラム］
ちりめんモンスター／牛乳パックで灯ろ
うづくり／大人のぬり絵／大阪大国技館パ
ネル展示／「点字」ってなに？／ゲームコー
ナー（コマ回し検定・イライラ棒）／よさこ
い演舞／紙芝居／押し花で遊ぼう！（材料
費100円）／飲食コーナー（ぜんざい、あべ
川餅など※有料）
※ 当日撮影した写真は本事業のPRなどに
使用します。ご了承ください。

 区役所市民協働課 市民活動支援担当
 6930-9041　  6931-9999
 http://www.city.osaka.lg.jp/joto/

page/0000368099.html

とき▶9月11日（日）10:00～15:00 ※荒天中止
ところ▶関目東小学校（関目4-12-15）、関目東船着場（関目東小学校東側付近）

第14回 城北川フェスティバル　　　　　　※一部有料

とき▶10月23日（日）14:00キックオフ
ところ▶キンチョウスタジアム（東住吉区長居公園1-1）
費用▶大人（高校生以上）1,500円(通常前売 2,700円)、
小・中学生500円(通常前売1,000円)、幼児以下は無料
(座席が必要な場合は小・中チケット要)
※チケットはメインミックス自由席です。

区内に在住・在勤・在学の皆さんは
優待価格で入場できます(※優待価格
は前売り券のみ）。
J1復帰をめざすセレッソ大阪
を応援しましょう!

10月23日（日）の試合開始前に、フラッグを持って入
場する小学生4名を募集します。
申込み▶往復ハガキに「フラッグベアラー希望」と明記
し、住所・氏名(ご本人・保護者の方)・学年・連絡先を記
入し、下記問合せ先へ。
※ハガキ1枚につき1名　※申込多数の場合抽選
締切り▶9月23日(金) 必着
※詳細については、当選者へ別途お知らせいたします。

 区役所市民協働課 「城東区民デー」係
（〒536-8510 中央3-5-45）
  6930-9042　  6931-9999

緑のカーテン展示会・
コンテストin城東区
　
今年、「緑のカーテンづくり」に取り

組まれた方から届いた栽培記録票や写
真等の展示と、皆さんの投票で優秀作
品を選ぶコンテストを行います。
とき▶9月26日(月)～10月7日(金)
※最終日は10：00～表彰式
ところ▶区役所1階ロビー

 区役所市民協働課　
 6930-9042　  6931-9999

第24回 城東区民
グラウンドゴルフ大会

とき▶9月25日（日）8:30～受付、9:00
開会
ところ▶蒲生野球場（中央3-5 蒲生公
園内）
対象▶区内在住・在勤の方（※学生を除く）
定員▶120名（先着順）
費用▶500円（保険料含む）
申込み▶9月5日（月)～16日（金）に参
加費を添えて下記問合せ先または城東
区体育厚生協会（区グラウンドゴルフ
連盟）へ

 大阪市コミュニティ協会城東
区支部協議会（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

ごみ焼却工場「鶴見工場」
オープンデー

ごみ処理のようすやごみの焼却熱を
利用して発電しているようすなどを見
学してみませんか？パッカー車との記
念撮影も予定しています！
とき▶9月24日(土)10:00～16:00
（受付は15:00まで）
ところ▶鶴見工場（鶴見区焼野2-11-5）

 大阪市・八尾市・松原市環境施
設組合 鶴見工場

 6912-4700
 6913-5297

「ふれあい城東」は71,000部発行し、9月号1部あたり発行単価（配付費用を含む）は約32.2円です。
そのうち約3.9円を広告収入で賄っています。申込みの必要な事業において、いただいた個人情報は当該事業でのみ使用し、目的外に使用することはありません。

有　料申込要無　料申込不要

無　料申込不要

無　料申込不要

と　き ところ
10月 8 日（土） 18:00 聖賢小学校
10月15日（土） 13:00 今福小学校
10月27日（木） 19:00 関目東小学校
10月29日（土） 19:00 城東小学校
11月 1 日（火） 14:00 すみれ小学校
11月11日（金） 18:30 鯰江小学校

と　き ところ
10月 7 日（金） 19:00 東中浜小学校
10月 8 日（土） 14:00 榎並小学校
10月15日（土） 19:00 諏訪小学校
10月30日（日） 13:00 鯰江東小学校
11月3日（木・祝） 14:00 関目小学校
11月 5 日（土） 13:30 森之宮小学校

と　き ところ
10月16日（日） 14:00 成育小学校
10月22日（土） 19:00 放出小学校
10月28日（金） 19:00 鴫野小学校
12月 3 日（土） 13:30 中浜小学校

セレッソ大阪を応援しよう!! 城東区民デーセレッソ大阪を応援しよう!! 城東区民デー
セレッソ大阪セレッソ大阪  VSVS モンテディオ山形 モンテディオ山形

販売期間▶9月10日（土）～10月20日（木）
※1人につき4枚まで購入できます。
※販売枚数に達し次第、販売を終了します。
【チケットの引換方法】
試合当日に試合会場「城東区民優待ブース」で引換券をチ
ケットと交換します。
※引き換え時間：10:30～14:30 
※チケット引き換えの際に区内に在住・在勤・在学である証
明（区広報誌「ふれあい城東」、運転免許証、健康保険証、名
刺、学生証など）をご提示ください。
【チケットに関する問合せ】
セレッソ大阪事務局(代行事務局)  6110-5657Pコード：831-938

セブンイレブン店頭
24時間対応※発売初日の取り扱いは10:00
から。「マルチコピー機　トップ画面」→「エン
タメチケット」→「チケット」→「チケットぴ
あ」→「Pコードで探す」を選択。
サークルK・サンクス店頭
午前5:30～午前2:00※発売初日の取り扱い
は10:00から。
「カルワザステーショントップ画面」→「チ
ケット」→「チケットぴあ」→「探して購入」→
「Pコードで探す」を選択。

事
前
に
引
換
券
を
購
入
し
て
く
だ
さ
い

各地域で校下人権学習会を開催! 入場無料申込不要

CO2ゼロフラッグベアラー募集
憧れの選手と同じピッチへ！

入場無料

11111010

No.2442016.9 イベント・講座イベント・講座

ドラゴンボート漕船体験（当日枠）

対象▶小学生以上（小・中学生は
保護者同伴）
定員▶64名（当日先着順）、 
10:30～整理券配布、午後～乗
船（乗船時間40分程度）
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