
内容▶韓国に伝わるチャンゴ、ケンガリ、プク、チン、４つ
の打楽器を使ったサムルノリは、伝統芸能から生まれた
新しい音楽。静かな音から始まり、スリリングなリズム、
楽器と楽器の一騎打ちのようなかけあい、一体となった
複雑でダイナミックな音楽に背筋がゾクゾク。このサム
ルノリにピアノ、ギター、バイオリン、ベースなどが加わ
るステージ、さらにダンスと一体となったステージも演
じます。また、隣国の文化に根差
し、人や国の多様な交流をめざす
音楽について、熱く語ります。サ
ムルノリで音楽の新しい世界観
を体験してみませんか。

～こどももおとなも全員集合‼～～こどももおとなも全員集合‼～

　よさこいソーラン、和
太鼓、チアリーディング、
楽器演奏、民踊、
ダンスなど

　やきとり、イカ焼き、フランク
フルト、型抜き遊び、野菜販売、
宝つり、バザー、スマートボール、
駄菓子、授産製品販売など

　木とトンカチコーナー、盲導
犬とのふれあい、アイマスク、車
いす、点字・手話、昔あそび（けん
玉、おはじきなど）、フラダンス、
バルーンアートなど

　会場内でスタンプを5つ集め
て景品をゲットしよう！
（先着500名）

 区役所市民協働課　  6930-9041　  6931-9999
 http://www.city.osaka.lg.jp/joto/page/0000377635.html

寄せ植え講習会
クリスマス、新年を飾る寄せ植えの講
習会を「城東区はなびとコスモスタッフ
の会」の皆さんにご協力いただき開催し
ます。ふるってご参加ください！
とき▶12月15日（木）14:00～
ところ▶区民センター2階 ホール（中
央3-5-45）
定員▶70名（多数抽選）
費用▶2,000円（材料費）
申込み▶往復ハガキ（1枚につき1名）に、
住所・氏名（ふりがな）・電話番号を記入
し、下記問合せ先まで送付してください。
締切り▶11月15日（火）必着

 区役所市民協働課「寄せ植え講習会」係（〒536-8510 中央3-5-45）
 6930-9042　  6931-9999
 http://www.city.osaka.lg.jp/joto/page/0000204896.html

第10回 わくわく子育て
クリスマスコンサート

有　料申込要 出入り自由
キッズシアターや木管5重奏などを
行います。ぜひお越しください！
とき▶12月4日（日）10:30～12:00
（10:00開場）
ところ▶区民センター2階 ホール
（中央3-5-45）
入場券▶各地域子育てサロン、城東つ
どいの広場にて販売中。1家族500円
（1家族4名まで、うち大人は2名まで参
加可。子どもは高校生まで可）大人追加
1名につき200円要
※ 当日撮影した写真は区広報等で使用
することがありますので、ご了承く
ださい。

 各地区主任児童委員、城東つど
いの広場(中央3-5-38)
・  6931-4882

第62回ロビーコンサート　
～ジャズボーカルの夕べ～

無　料申込不要
とき▶11月22日（火）19:30～（40分
程度）
ところ▶区役所1階 庁舎北側
※雨天時は1階ロビーで実施
定員▶100名（当日先着順）
出演▶諸

もろ

富
とみ

裕
ゆう

子
こ

トリオ（ボーカル：諸
もろ

富
とみ

裕
ゆう

子
こ

、ギター：きよかわけんじ、ベース：
津
つ

田
だ

 藤
ふじ

宏
ひろ

）
曲目▶枯葉、いそしぎ、ラブ

 区役所市民協働課
 6930-9093　  6931-9999

和の伝統である太
だい

神
か

楽
ぐら

曲
きょく

芸
げい

師
し

の傘回しや軽業、剣の輪くぐりなどの華麗な技
をご披露。親子でもちょこっと体験していただきます。
子育てや家事が得意な講師の子育てトークもお楽しみください。
とき▶11月12日（土）10:30～12:00
ところ▶クレオ大阪東（鴫野西2-1-21）
講師▶豊

ほう

来
らい

家
や

 大
だい

治
じ

朗
ろう

（太神楽曲芸師）
対象▶男性保護者と3歳以上のお子さん
定員▶20組（先着順）※お子さんは複数参加ＯＫ
申込み▶講座名、住所、氏名、年齢、連絡先を、
FAXまたはメールにて下記問合せ先まで送付
してください。
締切り▶11月10日(木)

 大阪教育文化振興財団 青少年事業課
 4963-3254　  6263-1444
 kodomo-kirakira@kyoiku-shinko.jp

一時保育▶0歳6か月～就学前（申込要、無料 
11月5日（土）締切）

城東区の子育てパパ集まれ!!
和の曲芸ミニ体験＆子育てトークでパパ力アップ！

「城東区はなびとコスモスタッフの会」
メンバー募集中
　「種から育てる地域の花づくり」を
区民の皆さんと協働で実施していま
す。鯰江公園内の「花づくり広場」で、
種まきや水やり、苗の移植など週1回
程度楽しく活動されています。詳しく
は、お問い合わせください。

とき▶12月10日（土）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）
定員▶400名（当日先着順）
出演▶高庚範（コウ・キョンボン）＆unit CONTACT
（ユニット コンタクト）

人権を考える区民のつどい

～韓国の伝統が息づくワールドミュージック～
サムルノリ＆ジャズ
一時保育あり  ※お子さんの鑑賞可・ベビーカー入館可

一時保育 申込要  無　料

対象▶1歳～未就学児のお子さん　定員▶10名（先着順）
申込み▶住所、氏名、電話番号、お子さんの名前、年齢を
12月2日（金）までに電話にて下記問合せ先まで

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

みんなで築こう 人権の世紀 ～考えよう 相手の気持ち 未来へつなげよう 違いを認め合う心～

大阪信愛女学院短期大学公開講座

とき▶11月12日(土)14:00～15:30
ところ▶大阪信愛女学院短期大学 鶴
見キャンパス大講義室（鶴見区鶴見
6-2-28）
※お車でのご来場はご遠慮ください。
講師▶寺

てら

田
だ

 裕
ゆ み こ

美子（アメリカ園芸療法
協会認定園芸療法士）
定員▶50名（先着順）
申込み▶住所、氏名（ふりがな）、年齢、
電話番号、講座日(11月12日)、一時保
育（3～6歳対象）または手話通訳を希
望の方はその旨を記入し、ハガキかメ
ールにて下記問合せ先まで送付してく
ださい。
締切り▶11月7日(月)必着

 大阪信愛女学院短期大学 公開
講座係(〒538-0053 鶴見区鶴見6-2-
28)

 6180-1041　
 openlec@osaka-shinai.ac.jp　

「こころと身体のケア」
～実践・園芸療法・福祉から～

有　料

無　料

第68回人権週間 12月4日（日）～10日（土） 申込不要 入場無料

ング、

城東区SARUGAKU祭
イメージキャラクター
「ゆめのや猿之介」

有　料申込要

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。 区の人口：165,127人、男： 78,580人、女： 86,547人、世帯数： 77,607世帯　＜平成28年10月1日現在推計＞
交通事故（人身事故）件数373件（概数）、火災件数23件、救急件数8,560件　　＜平成28年1月～9月累計＞

申込不要

おいしい楽しい模擬店コーナーおいしい楽しい模擬店コーナー

スタンプラリースタンプラリー

体験コーナー体験コーナー 無　料

無　料

会場を盛り上げるパフォーマンス！会場を盛り上げるパフォーマンス！

城東区SARUGAKU祭城東区SARUGAKU祭第5回第5回

11月20日（日）9:30～16:00
蒲生公園（中央3-5）、区民センター（中央3-5-45）
※小雨決行・荒天中止

と　き

ところ

　ヘイトスピーチや性的マイノリティなど、今の日本が直面しているさまざまな人権課題
のパネルを展示します。今一度「人権」について考えてみませんか？
とき▶12月5日（月）～10日（土）9:00～17:30　ところ▶区役所1階ロビー

人権啓発 
パネル展

一時保育あり申込要 無　料

一時保育あり申込要 無　料
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