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大阪信愛女学院短期大学公開講座

身近になってきたがんになったら役立つ話

申込要
無料
一時保育あり

と き／7月22日
（土）14:30〜16:00
ところ／大阪信愛女学院短期大学 鶴見キャンパス
※お車でのご来場はご遠慮ください。
あ だち
まさ し
講 師／大阪信愛女学院短期大学 教授 医学博士 足立 昌司
申込み／ハガキかメールに、住所・氏名
（ふりがな）
・年齢・電話
番号・講座名・一時保育
（３〜６歳対象）
または手話通訳をご希望
の方はその旨を記入し、下記問合せ先まで送付してください。
定 員／100名 締切り／7月18日
（火）
必着
問合せ／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

城東スポーツセンターで
「夏の無料体験会」
を開催！
キッズ体操／らくらくヨガ／フラダンス など
問合せ／城東スポーツセンター
6965-1391
6965-1392

リケジョ応援！

知って得する！生活に生きる！
「科学」を学ぼう

と き／7月30日(日) 10:30〜12:30
ところ／クレオ大阪東(鴫野西2-1-21)
内 容／ぷるんぷるんせっけん作り、
空気砲づくり など
対 象／小学4〜6年生の女子 定 員／20名(先着順）
費 用／500円 申込み／電話または来館にて受付
6965-1200
6965-1500
問合せ／クレオ大阪東

と き／7月26日
（水）10：45〜11：30
ところ／子ども・子育てプラザ3階
遊戯室(今福西1-1-39)
対 象／乳幼児とその保護者
定 員／30組
（当日先着順）
問合せ／子ども・子育てプラザ
・ 6933-2880

〒536-0005 中央3-5-45
（城東区複合施設4階） 6933-0350
6933-0351
休館日／月曜日・第3木曜日
（ともに祝日は開館）
、年末年始、蔵書点検期間
大阪市立図書館ホームページ／http://www.oml.city.osaka.lg.jp
お知らせ 7月21日〜8月31日までの月曜日は、10：00〜17：00まで開館します。

と

き／7月23日（日）①13：30〜14：30
②15：00〜16：00
内 容／
「ピノキオ絵本で遊ぼう会」
の
みなさんによる絵本のよみ
きかせと工作
対 象／幼児から
（幼児は保護者同伴）
定 員／各回15名(先着順)
申込み／7月5日
（水）
10:00から
電話または
来館にて

申込不要 無 料
②夏の子ども会
〜どんぐりんの人形げきとラブリー★シアター〜

と き／7月29日
（土）
14：00〜15：00
内 容／楽しい人形げきなど

③こども1日図書館員募集 申込要 無 料
と き／8月3日（木）9：00〜15：30
ところ／城東図書館
対 象／小学4〜6年生の方
定 員／5名
（初参加の方優先）
内 容／図書館での1日仕事体験
申込み／7月12日
（水）
10:00から電
話または来館にて
④ふろいく♨のススメ 申込要 無 料
〜絵本でおふろを楽しもう！〜
と
内

き／8月9日
（水）
10：30〜11：30
容／おふろが好きになる絵本
「ご
しごしせなか」
のよみきかせ
や絵本の展示など
定 員／20組(先着順)
申込み／7月13日
（木）
10:00から電
話または来館にて
共 催／牛乳石鹸共進社株式会社

ところ／①、②、④城東図書館多目的室 定員／②60名(当日先着順)
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申込不要
無 料

ワクワク絵本ＤＡＹ♪

城東図書館の催し物

①夏の工作きょうしつ 申込要 無 料

申込要
有料

もの

がたり

本区長

の

松

●イベント・講座●
だいすき

城東

区民男子ソフトボール大会

移動図書館まちかど号では、約
3,000冊の本を載せて貸し出し
を行っています。
問合せ／中央図書館自動車文庫
6539-3305
6539-3336
●諏訪小学校分校跡グランド
7月 5 日
（水） 10:15〜11:20
●中浜小学校南門
7月11日
（火） 10:10〜11:10
●城東小学校東門
7月11日
（火） 11:35〜12:15
●森之宮団地4号棟西側
7月11日
（火） 14:00〜15:10

5月14日
（日）

区 民 男 子ソフト
ボール大会の開会
式 に 行って きまし
た。五月晴れの下、
全10チームが集ま
り開会式が行われ、
その後は東中浜と
左専道の両運動場
に分かれて試合が行われました。私は、東中浜運動場で行われ
た第1試合で始球式をさせていただきました。大会結果は、優
勝が菫連合町会、準優勝が城東連合町会だったとのことです。
スポーツは、心身の健康づくりに非常に良いので、みなさんも
無理をしない程度に体を動かしましょう！

城東区生涯学習ルーム作品展
移動図書館
まちかど号

6月11日
（日）

今年は城東区生涯学習ルーム作品展の記念すべき20周年と
いうことで、
オープニングは和太鼓の演舞で始まり、生涯学習
ルームから区内の各小学校へ記念品が贈呈されるなど、
お祝い
ムードに包まれたスタートでした。
わたしも体験コーナーで、紙粘土（ク
ローバー）
の作成を楽しんできました。
また、
展示コーナーでは、
書道や陶芸、
絵手紙、手芸、ペーパークイリングなど
1,300点におよぶ作品が展示されてい
ました。
どれも力作ばかりで、
作り手の思
いが込められたすばらしい作品の数々
に魅了されました。皆さんも、各小学校
の生涯学習ルームを一度のぞいてみま
せんか？

問合せ／区役所市民協働課
6930-9734
6931-9999

諏訪地区 プッチクラブ

●市営今福南第3住宅集会所前
7月15日
（土） 14:00〜14:30

「プッチクラブ」は、毎回たくさんの親子が元気に楽しく
活動しています。季節の行事もあり、高齢者の方々との交
流会などにも取り組んでいます。
お誕生日会では、手形・親
子の写真を撮りみんなでお祝いしています。地域で友だち
をつくり、支えあい育ちあう、地域ぐるみの子育てをめざし

●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。

《森之宮フェスティバル》
5月28日(日)、森之宮地域の恒例行事「森之宮
フェスティバル」が、住民相互の交流とコミュニティ
の活性化を目的に開催されました。当日は、他地域
のソーランチームによるソーラン踊りの後、現在休
部中の「森之宮フォレスト」がOB・OGを中心にイ
ベント限定で復活し、息の合ったキレのある踊りが
披露されると、会場から盛大な拍手が送られ、
ます
ます
「地域愛」が深まりました。

みんなで子育て！みんなで応援！
活動場所／諏訪憩の家
（諏訪3-6-15 諏訪会館内）
開催時間／第2・4水曜日 10:30〜12:00

●市営古市東住宅6号館西側
7月28日
（金） 13:00〜13:50

《関目東大運動会》
5月21日（日）、関目東地域の恒例行事「関目東
大運動会」が、地域コミュニティの活性化、青少年
の非行防止と健全育成を目的に開催されました。
晴天に恵まれる中、町会対抗でさまざまな競技が
行われ、区長も応援に駆けつけました。年齢を問わ
ず多くの方が参加し、活気ある子どもたちの元気
な姿に、そして運動不足のおとなたちにも、たくさ
んの声援が送られていました。

シリーズ 子育てサロン

●市営鴫野住宅2号棟と3号棟の間
7月13日
（木） 14:20〜15:20

●放出福祉会館前
7月21日
（金） 10:20〜11:00

地 域 活 動 協 議会だより

大好 記

城東区子育て情報 メールマガジン配信中！
osaka.entry18@mmag.city.osaka.lg.jp

ています。新しく参加される方、大歓迎です。ぜひ見学にお
越しください。
問合せ／保健福祉センター子育て支援室
6930-9857
6932-1295

オレンジリボンは「
、子どもの虐待のない社会の実現」
をめざす市民運動のシンボルマークです。
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