
o 3月25日(水) 13:00～16:00　
e矢倉緑地　jどなたでも　p 50名　　
r汚れてもよい服装、濡れてもよい靴　q 3月13日（金）必着
f往復はがきに住所・氏名（フリガナ）・電話番号・送迎を希望するかど
うかを記入し、下記まで
　【送付先】 御幣島１-２-１０　西淀川区役所　
　　　　　 地域支援課（安全まちづくりグループ）

※料金不足または、期日外のハガキは落選となりますのでご注意下さい。
※基本は現地集合現地解散ですが、福町駅から矢倉緑地まで、送迎車を出す
予定です。人数に限りがありますので、ご希望に添えない場合があります。

c地域支援課 安全まちづくりグループ　４階４２番　a６４７８-9888

o 3月29日(日) 6:00～9:00
e西島コミュニティグラウンド
（矢倉グラウンド）　p 180人　

k 1回約5分の搭乗で中学生以上2,500円
小学生以下1,500円　搭乗料金は当日徴収

c矢倉でやっちゃえプロジェクト実行委員会
※フェイスブックよりお問い合わせください。

o 3月8日(日) 8:30～
e大野川緑陰道路各所
jどなたでも
r清掃用具
（ごみ袋は集合場所
 にてお渡しします）

c地域支援課 安全まちづくりグループ　
４階４２番　a６４７８-9888

無 料予 約
不 要

雨天・強風
中 止要予約

大野川緑陰道路クリーン大作戦大野川緑陰道路クリーン大作戦

！気球フェス矢倉で乗っちゃえ！気球フェス
oo 3月25日(水) 13:00～

矢倉緑地魅力発見＆
ガチでヤグラをきれいにしよう！
矢倉緑地魅力発見＆矢倉緑地魅力発見＆
ガチでヤグラガチでヤグラ
　西淀川区の西端にある矢倉緑地。そこに生息する様々な鳥や
磯の生物を観察するとともに、矢倉緑地に漂着するごみを清掃
し、矢倉緑地の環境を保全するイベントです。

　区民の宝である、大野川緑陰道路・・・毎日通行される
かたも多いのでは？しかし、残念ながら毎回クリーン大
作戦では沢山のごみが回収されます。
　区民の力で一斉清掃を行い、いつでも気持ちのよい
緑陰道路を実現しましょう。　　　

雨 天
中 止

無 料要予約
※

※清掃活動は当日参加可能

【助成額】交付対象者や申請手続きなど、
詳しくはホームページをご覧ください。 
c大阪市塾代助成事業運営事務局

a6452-5273
（日・祝を除く12：00～20：00）

塾代助成カード
学習 文化 スポーツ
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ある矢倉緑地。そこに生息する様々な鳥や
とともに、矢倉緑地に漂着するごみを清掃
保全するイベントです。保全

　区民の宝で
かたも多いの
作戦では沢山
　区民の力で
緑陰道路を実

加可能※清掃活動は当日参加

k10,000円（1か月） 
d令和２年4月～令和３年3月まで
（各教室18：00～21：00 原則月4日実施）

e①区民ホール（御幣島3-13-3） 毎週月曜日
　②区民会館（エルモ西淀川 大和田2-5-7） 
　毎週木曜日

p各30名　※2019年度参加の方を優先。　

大阪市オリジナル
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に～よんに～よんに～よん個別復習塾4月
開講

参加者
募集！！

区内を横断する「大野川緑陰道路」 その先は、
矢倉緑地を経て大阪湾につながっています。さあ、春休み！

「にしよど」から
始めよう!!

さあ、春休み！
「にしよど」から
始めよう!!

さあ、春休み！
「にしよど」から
始めよう!!
西淀川区随一の緑あふれる緑陰道路や矢倉緑地。清掃活動を通じて、愛する緑地を一緒に守りませんか？
また、気球に乗って、上空から矢倉緑地を眺め、海と緑が織りなす自然のハーモニーを楽しみましょう。
西淀川区随一の緑あふれる緑陰道路や矢倉緑地。清掃活動を通じて、愛する緑地を一緒に守りませんか？
また、気球に乗って、上空から矢倉緑地を眺め、海と緑が織りなす自然のハーモニーを楽しみましょう。
西淀川区随一の緑あふれる緑陰道路や矢倉緑地。清掃活動を通じて、愛する緑地を一緒に守りませんか？
また、気球に乗って、上空から矢倉緑地を眺め、海と緑が織りなす自然のハーモニーを楽しみましょう。

　係留飛行による気球搭乗体験
イベントを開催！
 地上約20～30mの世界を体験
しませんか！

わかる！ できる！ を感じてやる気ＵＰ!Ｐ!

c・fa6344-0039
　　　  （9:00～20:00）
　　　  g info@k-e-g.co.jp
　　　  実施事業者　（株）KEGキャリア・アカデミー

0円

飲食ブー
スも

あるよ～
！

詳細はこちら➡

【塾代助成カード利用で実質無料！】【西淀川区内中学生対象】

お問い合わせはお気軽に！

「超スモールステップ」で
飽きずにコツコツ学べる
「対話型アニメーション

教材」を導入！

個人市・府民税の申告書は、３月１６日（月）までに梅田市税事務所へ郵送または持参してください。
また、３月１６日までは区役所にも臨時申告会場を開設しています。　c市民税等グループ　a４７９７-２９５３

個人市・府民税の
申告について

6
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