
第10回 城東区第九演奏会

大阪府医師会フィルハーモニー 第2回コスモス♪コンサート
～ハープと木管楽器の調べ～

　オーディションで選ばれた実力派ソ
リストも出演！ご期待ください。
とき▶2月26日（日）
14:00～16:30予定（13:00開場）
ところ▶区民センター2階 ホール
（中央3-5-45）
定員▶750名（チケットがなくなり次第終了）
※未就学児の入場はご遠慮ください。
費用▶ 前売券:1,000円（650枚予定）

当日券:1,200円（100枚予定）
申込み▶右記問合せ先にて発売中！
※e＋（イープラス）http://eplus.jpまた

はファミリーマートで購入できます。
曲目▶ベートーヴェン交響曲第9番二
短調op.125「合唱付き」
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 演奏▶近畿フィル
ハーモニー管弦楽団 合唱▶城東区第
九演奏会特別合唱団 独唱▶和
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（バリトン）
 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

安心安全なケータイライフ
のために～安心・安全講座～

無　料申込不要
子どもたちがケータイ・スマホ・イン

ターネットを利用する際
に守ってほしいルールや
マナーについてお話しし
ます。また、トラブルや事
件・事故の事例を紹介し、
現在起こっているトラブルの原因と対
策について考えていただきます。
とき▶2月19日（日）18:30～
ところ▶区民センター4階 大会議室
（中央3-5-45）
対象▶区内在住・在勤・在学の方
定員▶100名（当日先着順）
主催▶区青少年福祉委員連絡協議会
共催▶区少年補導員連絡会

 各地域青少年福祉委員、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

ミニ・マラソン大会を
応援しよう！！
～寒さを吹き飛ばす！

ご声援をお待ちしています～

小学生から一般の方まで、城北川遊
歩道を駆け抜ける一大イベントです。
皆さんのご声援が力となります。ぜひ
お越しください！
とき▶2月5日（日）10:00スタート
（開会式9:30）
ところ▶城北川遊歩道（コース図参照）
※ ミニ・マラソン大会終了後、小学校駅
伝大会を開催します。
■ミニ・マラソンコース図（4.2㎞）

区民スポーツ大会　
有　料申込要

◆区長杯 第69回区軟式野球大会
　市長杯大会（10月開催予定）の予選
を兼ね、4～5月に実施します。
募集数▶24チーム（先着順）
費用▶1チーム 15,000円
申込み▶参加費と傷害・賠償責任保険
証券（写）を添えて、下記問合せ先または
区体育厚生協会（区軟式野球連盟）まで
締切り▶2月18日(土)
◆第71回区民卓球大会（個人戦）
とき▶4月9日（日）9:30～
ところ▶城東スポーツセンター（鴫野
西2-1-21）
部門▶①市長杯大会予選の部
②一般の部
定員▶男女あわせて150名（先着順）
費用▶1人1,000円
申込み▶参加費を添えて下記問合せ先ま
たは区体育厚生協会（区卓球連盟）まで
締切り▶2月18日(土)

ふれあい交流
区民文化のつどい
申込不要 入場無料（一部有料コーナーあり）
●手作り作品展
とき▶3月3日（金）10:00～17:00、
4日（土）10:00～16:00
内容▶手芸、書、絵手紙等の展示、お茶席
●舞台発表
とき▶3月5日（日）10:30～16:30
内容▶民踊、邦楽、コーラス、ダンスなど
ところ▶区民センター2階 ホール（中
央3-5-45）

バスで行く第28回城東区民
スキーツアー 

有　料申込要
　ホテル1泊4食付！初心者の方も大
歓迎！
とき▶3月10日（金）22:00出発～
12日（日）21:00帰着（予定）
ところ▶志賀高原一の瀬スキー場
ホテルダイヤモンド志賀 泊（1泊4食）
（長野県下高井郡山ノ内町志賀高原一
の瀬）
対象▶区内在住・在勤・
在学の方（区内在住参
加者の知人も可）
定員▶80名（先着順）

スキーレッスン
対象▶初心者、子ども（約2時間・無料）

費用▶大人（中学生以上）23,800円、
小学生・幼児（3歳以上）21,000円
※ リフト代、各レンタル料、11日昼食
等、参加費に含まれない費用は、各自
負担となります。
※ レンタル料（スキー・スノーボード・
ウェア）は事前申込みに限り、それぞ
れ2日間で3,000円です（現地にて
集めます）。

バス配車乗降地▶
①内環すみれ歩道橋下、東側
②東中浜交差点南東
③深江橋交差点北100メートル西側
④放出西大阪信金前
⑤今福イズミヤ前
⑥旧区役所前
⑦関目三丁目ユニクロ向かい
申込み▶区役所3階33番窓口または、
区民センター（中央3-5-45）に設置の
申込用紙に必要事項を記入し、参加費
を添えて下記問合せ先まで
締切り▶2月17日(金)
主催▶区体育厚生協会
協力▶区スポーツ推進委員協議会 ほか
 http://www.city.osaka.lg.jp/

joto/page/0000199152.html

とき▶2月11日（土・祝）15:00～16:00
(開場14:30)
ところ▶区民センター4階 大会議室
（中央3-5-45）
定員▶80名（当日先着順）
出演▶そのりデュオと木管ｓ

曲目▶グノーのアヴェ・マリア、ヴィ
ヴァルディ「四季」より「冬」第2楽章、
「くるみ割り人形」より花のワルツほか

 区民センター
 6932-2000
 6932-2030

有　料申込要

無　料申込不要

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

このページの問合せ
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真田幸村の生き様を描いた圧巻の
戦国ライブ・エンターテイメントを
大阪城西の丸庭園にて開催！絢

けんらん

爛豪
ごう

華
か

な光や音と、圧倒的な臨場感のリ
アルライブショーをはじめ、お食事
などもお楽しみいただける戦国時代
の町並みを再現した「楽市楽座」エ
リアも登場します。
●2月12日(日)まで
※2月1、2、6～9日を除く
【開演】1回目18：00～/2回目19：45～
【楽市楽座エリア】16:00～21:00 
●2月17日(金)～3月12日(日) 
※ 2月20～23、27、28日、3月1、2日を除く
【開演】1回目18：30～/2回目20：15～
【楽市楽座エリア】16:30～21:15

ところ▶大阪城公園内西の丸庭園（中央
区大阪城2）
チケット代金（入場・ライブショー観覧席）▶
前売り券（税込）
大人（中学生以上）：Aシート2,480円／
Sシート2,980円／SSシート3,480円
こども（4歳～12歳（小学生以下））: 
Aシート1,480円／Sシート1,980円／
SSシート2,480円
当日券 前売り券に500円プラス
※ 3歳以下は無料（席を必要としない場
合に限る）
購入方法▶前売りチケットの購入方法は
下記ホームページをご覧ください。当日
チケットについては会場にて販売します
（売り切れ次第販売終了）。

 大阪城パークセンター　  6755-4146　  6755-4149
 https://www.usj.co.jp/universal-cool-japan2017/osaka-castle/

戦国・ザ・リアル at 大坂城

慢性腎臓病（ＣＫＤ）セミナー
無　料申込不要

医療に関する基本的な知識を理解し
ていただき、心身の健康の一助となるよ
う開催します。ぜひお越しください！
とき▶2月18日（土）13:00～15:00
ところ▶大阪市立総合医療センター 
大会議室（都島区都島本通2-13-22）
内容▶ミニレクチャー「ＣＫＤとつきあ
うために」、医師・看護師・栄養士・薬剤
師によるＣＫＤ相談会
定員▶100名（当日先着順）

 大阪市立総合医療センター　
地域医療連携センター

 6929-1221（代表）　  6929-0886

有　料申込不要

 区役所総務課（総合企画）
 6930-9094 　  6932-0979

第16回城東区生涯学習ルーム舞台発
表会を３月12日（日）に開催します。
詳しくは、「ふれあい城東3月号」に
掲載！

予  告

11111010

No.2492017.2

「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。

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。
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