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●城東区通信●

老人福祉センター作品展

申込不要
無料

当センターのサークル・同好会の皆
さんの素敵な作品を多数展示してい
ます。手 芸 体 験コー ナー（ 当日先 着
100名）
・似顔絵コーナー
（当日先着20
名）
もあります。ぜひご来場ください。
と き／3月9日
（金）10：00〜15：00
ところ／区民センター2階
城東KADO-YAがもよんホール
(中央3-5-45)
問合せ／老人福祉センター
6932-0017
6934-8340

●作って楽しい、
食べて美味しい、春のアイシングクッキー教室

クッキーの上にお絵かきして、春らしいオリジナル・アイシングクッキーをつくっ
ちゃお！
（小学生以下は保護者同伴でお願いします。）
と き／4月5日
（木）
①11：00〜12：00 ②14：00〜15：00
ところ／区民センター4階 大会議室２
（中央3-5-45）
定 員／各回20名ずつ（先着順） 費 用／1,500円（材料費込）
申込み／参加費を添えて区民センター2階窓口にて
締切り／3月25日
（日）

●平成30年度

前期

混声コーラス♪

と き／4月〜9月の木曜日 19:00〜21:00
（全20回）
ところ／区民センター２階 城東KADO-YAがもよんホールまたは
4階 大会議室１・2
（中央3-5-45）
対 象／中学生以上
（18歳未満は保護者同伴） 定 員／50名
（先着順）
費 用／10,000円
申込み／受講料を添えて3月8日
（木）
10:00から区民センター2階窓口にて
その他、
太極拳・ヨーガ教室・お茶席などさまざまな講座があります！
問合せ／区民センター

6932-2000

〒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

と き／3月7日（水）、14日（水）、21日（水・祝）、
28日（水）15:30〜16:00
内 容／おはなし、
絵本のよみきかせ、
紙しばいなど
②おとなの朗読会-早春のおくりものと き／3月17日
（土）
14:00〜15:00
内 容／
「本の世界を楽しみたい「
」美
しい日本語の響きを味わいたい」
・
・
・。
そんな、大人のための朗読会です。
③おっちゃんのかみしばいやでぇ
春一番！

④郷土史講座
「古文書から覗く江戸時代の城東」
と き／3月25日
（日）
14:00〜15:30
内 容／大阪市史編纂所が収集した
城東区域の古文書をご紹介し、江戸時
代の城東に触れていただきます。
講 師／松本望
（大阪市史料調査会調査員）
⑤絵本でにっこり(^^)
と き／3月27日（火）10：30〜11:00
内 容／0歳から楽しめる赤ちゃん向
け絵本のよみきかせや手あそびなど
対 象／乳幼児とその保護者
定 員／30組(当日先着順)

と き／3月24日
（土）
14:00〜14:30
内 容／梅林輝夫さんによる、楽しい
紙芝居とおはなしなど
ところ／いずれも城東図書館多目的室 定員／①〜④
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だいすき

第２4回城東区ミニ・マラソン大会結果

城東 大好 記

城東区ミニ・マラソン大会に参加しました！

2月4日
（日）

●中浜小学校南門
3月13日(火) 10:10〜11:10
●城東小学校東門
3月13日(火) 11:35〜12:15
●森之宮団地4号棟西側
3月13日(火) 14:00〜15:10
●諏訪小学校分校跡グランド
3月14日(水) 10:15〜11:20
●放出福祉会館南側
3月16日(金) 10:20〜11:00
●市営今福南第3住宅集会所前
3月17日(土) 14:00〜14:30

60名
（当日先着順）

●市営古市東住宅1号館北側集会所前
3月23日(金) 13:00〜13:50

●
「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。

タイム
15分6秒85
16分6秒70
16分9秒23

中学生女子の部
氏名
タイム
優勝 西田 純羽 18分6秒93
準優勝 勝田佑美香 18分59秒45
第３位 升谷 田恵 20分6秒92

タイム
13分51秒56
14分17秒60
14分30秒50

一般女子の部
氏名
タイム
優勝 濱野 夕香 19分55秒02
準優勝 石田 理絵 20分19秒66
第３位 川瀬 幸子 20分46秒85
（敬称略）

男子の部

移動図書館
まちかど号

●市営鴫野住宅2号棟と3号棟の間
3月8日(木) 14:20〜15:20

小学生女子の部
氏名
タイム
優勝 森本 光咲 16分26秒40
準優勝 大北 佳怜 16分30秒34
第３位 阪口 初
18分38秒51

第11回城東区小学校駅伝大会結果

6932-2030

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

小学生男子の部
氏名
タイム
優勝 大塚真沙渡 16分26秒92
準優勝 笠原 光希 16分42秒56
第３位 城戸 遼空 16分49秒84

鯰江中学校を大会本部に開催された
「第24回城東区ミ
中学生男子の部
ニ・マラソン大会」
に参加しました。
氏名
週末の雨も上がり、ミニ・マラソン大会参加者総勢約
優勝 今井 涼太
300人が城北川遊歩道コース4.2kmを疾走しました。
準優勝 神谷 一冴
ミニ・マラソン大会終了後の小学校駅伝大会では、男子 第３位 上本 淳揮
10チーム、女子10チームの合計20チームが参加され、保 一般男子の部
護者の皆さんの声援を受けながら総勢160人の選手が城
氏名
優勝
伊藤
仁
北川遊歩道コースを力走しました。
準優勝
上村
広平
なお、運営には、各種団体より約180人の方々にご協力
第３位 吉田 逸平
いただきました。皆さま寒いなかありがとうございました。

▲ミニ・マラソン大会 スタートのようす ▲城東区住みます芸人「アンプリ」の黒澤さんも参加！
！

城東図書館の催し物

①水曜おたのしみ会

申込要
有料

区民センターのイベント・講座

本区長

の

松

●イベント・講座●

氏名
タイム
優勝 すみれ小学校 33分30秒68
準優勝 聖賢小学校 33分49秒75
第３位 放出小学校 34分32秒16

女子の部

氏名
タイム
優勝 聖賢小学校 35分39秒24
準優勝 すみれ小学校 36分54秒57
第３位 城東小学校 37分16秒32

地 域 活 動 協 議会だより
高齢者の身元確認を早くしたい！
ここ
！

祝・成人！地元でお祝い！

東中浜地域活動協議会
536-0023
米田

東中浜地域活動協議会では、従来から「高齢者見
守り隊」による自宅訪問や「ほほえみカフェ」
（認知症
カフェ）の開催など、高齢者の見守り活動に積極的に
取り組んでいます。
今回、東中浜アクションプラン プロジェクトチーム
が中心となって、高齢者の行方不明時や事故に遭っ
た時など、万一の時に身元確認が少しでも早くでき
るよう、肌着の裾や襟首など日頃は見えないところ
に、郵便番号と名字を書く取組みをされています。
広くこの取組みが受け入れられるよう、地域（町
域）を特定できる7桁の郵便番号と名字のみを肌着
に書くことで、個人情報の保護とプライバシーに配
慮する工夫がされています。
536-0023
ここ！

それぞれの地域で次代を担う新成人の門出を
祝福し、来賓の方々からも温かい祝辞が送られて
いました。新成人の皆さんは、
２０歳という人生の
節目を迎え、
これからの人生に希望と社会人とし
ての自覚を持ち、輝かしい門出を迎えられたこと
と思います。
会場では、久しぶりに再会した旧友と楽しそう
に談笑している姿がとても印象的でした。
地域では今、皆さんのような若い力を必要とし
ています。お友達も誘って、地域の行事に参加し
社会貢献してみませんか？

米田

問合せ／城東区まちづくりセンター

6936‐2323

地域活動協議会（地活協）を支える町会に加入しましょう！ 問合せ／区役所市民協働課

6936-1154
6930-9734

6931-9999

●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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