
　「城北川を『いつでも憩い、集い、楽しい』
と感じる親水エリアに！」を合言葉に、ア
イラブ城北川実行委員会が地域の皆さん
のご協力を得ながら、2会場で開催。
今年は、城北川の美しい桜をより楽し
んでいただくため南会場を拡大します！
美しい桜を眺めながら春の城北川を散策
してみませんか？

とき▶4月8日（土）、9日（日）※雨天中止
※南会場は4月8日（土）のみ
・桜の通り抜け／終日　
・ライトアップ／18:30～20:30
ところ▶城北川遊歩道
・北会場（北菫橋～中菫橋）
・南会場（今福大橋周辺ほか）

城北川桜まつり～通り抜け・夜桜ライトアップ～ 

区内の中学校・高等学校の皆さんが、
日頃の練習の成果を披露します。
とき▶3月26日（日）12:30～17:05頃
（12:00開場）
ところ▶区民センター2階 ホール
（中央3-5-45）
※ 駐輪・駐車スペースは収容台数に限
りがありますので公共交通機関をご
利用ください。
定員▶700名（当日先着順）

出演（演奏順）▶大阪産業大学附属中学
校・高等学校、大阪信愛女学院中学校・
高等学校、城陽中学校、放出中学校、城
東中学校、蒲生中学校、鯰江中学校、開
明中学校・高等学校、菫中学校
※各校25分程度（入退場含む）
※ 携帯電話・カメラ・ビデオ等による撮
影・録音は禁止です。ご了承ください。

 区役所市民協働課
 6930-9042　  6931-9999

第13回 城東区吹奏楽フェスティバル  申込不要 無　料

　区内16小学校で実施されている生
涯学習ルームの各講座のさまざまなグ
ループが出演。皆さんが“やってみた
い！”と思う講座があるかもしれませ
ん。ぜひご来場ください！
とき▶3月12日（日）10:00～15:45頃
（9:45開場）
ところ▶区民センター2階 ホール
（中央3-5-45）

内容▶オープニングはコスモスウイン
ズによる吹奏楽。民踊、健康体操、詩吟、
フォークダンス、よさこいソーラン踊
り　など
主催▶大阪市生涯学習推進員城東区連絡
会、城東区生涯学習推進会議、城東区役所
共催▶コスモスプロジェクト実行委員会

 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 無　料予約不要

開講式▶4月13日(木)19:00～
(受付18:30～)
北区民センター(北区扇町2-1-27)
講習会▶4月19日～平成30年2月14日
(全40回) 毎週水曜日19:00～20:30
区民センター(中央3-5-45)
※ 合同講義(5月31日・11月2日・1月
18日)、野外活動(9月10日・2月11
日)、合同修了式(2月24日)を予定し
ています。

対象▶区内在住・在勤・在学の方で、高
校生以上の初心者の方
定員▶30名(多数抽選)
費用▶3,240円［テキスト(DVD付)代］
申込み▶往復ハガキ(往信面)に住所・
氏名(ふりがな)・年齢・電話番号・勤務
先(区外在住で区内にお勤めの方の
み)、城東区役所「手話入門講座受講申
込」と記入し、右記問合せ先までお申し
込みください。

※ 受講決定は返信用ハガキにて通知
締切り▶3月31日(金)必着
主催▶大阪市聴言障害者協会
主管▶城東区聴言障害者協会

 保健福祉センター 保健福祉課
(福祉) 手話入門講座受講申込担当
(〒536-8510 
中央3-5-45)

 6930-9857
 6932-1295

大阪市手話奉仕員養成講座【入門課程】 有　料申込要

とき▶4～9月の火曜日 19:00～20:30 全20回
ところ▶区民センター2階 ホール（中央3-5-45）
定員▶100名（先着順）　費用▶10,000円
申込み▶3月14日（火）10:00から受講料を添えて下記問合せ先まで
※午前・午後のヨーガ教室も若干名募集しています。（先着順）

平成29年度 前期 混声コーラス
とき▶4～9月の木曜日
19:00～21:00 全20回
ところ▶区民センター2階 ホール
または4階 大会議室1・2（中央3-5-45）
※会場は、当日ご確認ください。
定員▶50名（先着順）
費用▶10,000円
申込み▶3月9日（木）10:00から受講
料を添えて下記問合せ先まで

とき▶4～7月の水曜日
10:00～12:00 全12回
ところ▶区民センター2階 ホール
（中央3-5-45）
定員▶30名（先着順）
費用▶6,000円
申込み▶3月8日（水）
10:00から受講料を
添えて下記問合せ先まで

子どものほめ方・叱り方＆怒
りのコントロールを学ぶ

とき▶3月10日（金）10:30～11:30
ところ▶子ども・子育てプラザ3階 遊
戯室（今福西1-1-39）
定員▶10名（多数抽選）
講師▶カウンセリングスペース・リヴ
代表 佐藤 まどかさん
一時保育▶定員10名（対象：6か月～、
0歳児のお預かりは6名まで）
申込み▶下記問合せ先まで電話または
来館にて
締切り▶3月5日（日）

 子ども・子育て
プラザ
・  6933-2880

老人福祉センター作品展
無　料申込不要

当センター
サークルの作
品を多数展示
しています。
似顔絵コー
ナー（当日先着25名）・手芸体験コー
ナー（当日先着100名）もあります。皆
さん、ぜひご来場ください！
※ 似顔絵コーナーは中止の場合あり
とき▶3月17日（金）10:00～15:00
ところ▶区民センター2階 ホール
（中央3-5-45）

 老人福祉センター
 6932-0017　  6934-8340

城東区ゆめ～まち～未来会議
メンバー募集！
　私たち「城東区ゆめ～まち～未来会
議」は、合唱祭、第九演奏会、SARUGA
KU祭、フラワーロード等の事業を通じ、
区民が主役のまちづくりを行っています。
“まちづくり”をしながら、ステキな“仲
間づくり”もできますよ！優しくて楽し
い仲間が待っています。
ハガキまたはFAX・メールに、住所、
氏名（ふりがな）、年齢、連絡先、「未来会
議参加希望」と記入し、下記問合せ先ま
でお申し込みください。

 区役所市民協働課（市民活動支
援担当）（〒536-8510 中央3-5-45）

 6930-9041　  6931-9999
 tq0002@city.osaka.lg.jp 

城東区では、花と緑の美しいまちづ
くりを推進するため、緑化リーダーの
育成を行っています。詳細は区役所に
設置している募集要項または区ホーム
ページをご覧ください。
とき▶第1回 4月21日（金）
14:00～16:00（種まきについて）
ところ▶区役所および鯰江公園内花づ
くり広場
【2回目以降】※天候により変更あり
第2回 5月18日（木）（植物の繁殖方法）
第3回 6月23日（金）（花壇づくり）
第4回 8月3日（木）（つりしのぶ作り）
第5回 9月下旬（鶴見緑地施設見学）
第6回 10月27日（金）（地域緑化活動に
関する講演・認定証交付式）
対象▶区内在住・在勤・在学で、率先して

地域緑化活動にあたっていただける方
定員▶30名（先着順）
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（あればFAX
も）番号を記入し下記問合せ先まで
締切り▶3月22日（水）必着
※ 全6回のうち、3回以上出席された方に、
緑化リーダーの認定証を授与します。

 区役所市民協働課 緑化リー
ダー育成講習会係
（〒536-8510 中央3-5-45）

 6930-9042　  6931-9999

平成29年度 緑化リーダー育成講習会 申込要 無　料

申込要 無　料

「私たちと一緒に“まちづくり“してみませんか？」

上記いずれも、　  区民センター　  6932-2000　  6932-2030

平成29年度 前期 夜間ヨーガ教室

平成29年度 第Ⅰ期 太極拳教室

有　料申込要

申込不要 無　料

クレオ大阪子育て館共催 子育て支援講座

 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/0000387190.html

申込要 無　料 一時保育あり
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「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。

イベント・講座 イベント・講座

城東区SARUGAKＵ祭

全体会議では、わきあいあいと意見を出し合っています

城東区第九演奏会

フラワーロード（蒲生四丁目交差点）



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (JC200103)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF5e8358318a8c300c3075308c3042304457ce6771300dff37ff25ff22300130c730b830bf30eb30d630c330af7528306eff30ff24ff2630c730fc30bf30924f5c62103057307e30593002000d00440069007300740069006c006c006500725c027528306e30d730ea30bb30c330c8306730593002000d30a430f330c730b630a430f33067ff25ff30ff3366f8304d51fa3057300100440069007300740069006c006c006500723067ff25ff30ff33304b3089ff30ff24ff26306b590963db30573066304f3060305530443002000d000d00440069007300740069006c006c006500723067ff25ff30ff332192ff30ff24ff26306b590963db3057307e30593002>
  >>
  /ExportLayers /ExportVisibleLayers
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads true
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (Japan Web Coated \(Ad\))
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.283460
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


