（催し）

催し

第６回「住之江の第九」演奏会
10月6日（日）開演14：00（開場13：30）
相愛大学南港ホール
最寄駅 ニュートラム ポートタウン東駅
前売り1,000円全席自由席（当日券あり）
・ 住之江第九合唱団 in OSAKA
☎090-1710-6741

教養講座＆まち歩き
「歴史の道標－紀州街道－」
【1部】
教養講座
「紀州街道の成り立ちと歩み」
＝住吉参詣道と安立町＝
9月21日
（土）
10：00～11：30
粉浜福祉会館
（住吉区東粉浜2-24-19）
大澤 研一
（大阪歴史博物館副館長）
200円
（資料代）
先着20人
【2部】
まち歩き 紀州街道と安立の街並み
9月21日
（土）
13：00～16：00
粉浜万葉歌碑
（住吉区東粉浜3-23-20付近
南海本線粉浜駅南東側）
「住之江のまち案内ボランティアの会」
会員
300円
（資料代・保険料）
先着20人
住之江のまち案内ボランティアの会
☎080-9479-1387

野鳥園臨港緑地
秋の干潟の渡り鳥観察会

無料

野鳥園の展望塔や観察
所から魅力あふれる野鳥た
ちを観察しませんか。野鳥
観察が初めての方やお子様
▲オグロシギ
も大歓迎です。野鳥ガイド
が丁寧に解説します。
9月15日
（日）
10：00～12：00（受付9：30～）
野鳥園臨港緑地展望塔（南港北3-5-30）

無料パーキング有
50名
（申込先着順）
8月26日
（月）
9：00～9月12日（木）17：00
電話またはメールで①参加人数②代表者氏
名③代表者の電話番号をお知らせください。
・
 お持ちであれば双眼鏡をご持参ください。

・各自で防虫対策を行ってください。
・飲み物、
帽子、
タオルなどを持参頂き、熱中症
対策を万全に行ってください。
大阪市建設局臨港方面管理事務所
☎6613-7716
nanko-yachouen@city.osaka.lg.jp

第22回住之江ユースライブコンサート
入場無料

ロックやポップスなどを演奏するアマチュア
バンドやダンスグループが出演。楽しいステー
ジを披露してくれます。
10月5日
（土）
16：00～20：00
（開始時刻が変更になる場合があります）
南港ATC海辺のステージ（南港北2-1-10）
〈主催〉
住之江区青少年指導員連絡協議会
コミュニティ協会 住之江区支部
☎6654-8280

ATC チケットプレゼント！
親子で 1 日あそべる室内遊園地
ATC あそびマーレ

無料
さざぴーグリーン倶楽部
花好きのひとのための連続講習会

植物栽培の基礎から草花の楽しみ方まで、実習
を交えて学びます。あなたも
「花びと」
に仲間入りし
ませんか。区内で緑化活動を行っているボランティ
アさんが教えてくださいます。

全国交通安全運動
（住之江区）
の
無料 申込不要
お知らせ
○安全運転講習会
9月18日（水） 19：00～20：00（受付18：30～）
南港ポートタウン管理センター
9月20日（金） 19：00～20：00（受付18：30～）
すみのえ舞昆ホール（区役所2階）
○交通安全区民大会
9月21日（土）
すみのえ舞昆ホール（区役所２階）
第１部 ９：30～10：00 交通功労者表彰式
第２部 10：15～11：15
・吹奏楽コンサート
（真住中学校吹奏楽部）
・
 交通安全教室 ・マジックショー
第３部 11：30～12：30 安全運転講習会
※第 ２部の参加者へ「交通安全グッズ」を進呈
（200個限定 お一人様１個限り）
住之江警察署 ☎6682-1234

大阪市立総合医療センターからの
お知らせ 無料 申込不要 手話通訳あり
市民医学講座 「知っ得！なっ得！医学情報」
9月7日（土）14：00～16：00
大阪市立総合医療センター さくらホール
｢本当は怖い！心房細動｣
「血液の病気って？〜白血病・悪性リンパ腫
の最新治療〜」
「脚を診る ～下肢静脈瘤などのあれこれ～」
200名
小児青年てんかん診療センター公開セミナー
こどものひきつけ2019～てんかんをよりよく
知るために～
9月8日（日）13：00～15：20
大阪市立総合医療センター さくらホール
【第１部】

①てんかん冊子を作ってみました
②動画でまなぶてんかん発作の見方
③てんかんをめぐるアート
【第２部】①長年にわたるてんかんの内服治療
とてんかん外科を経験して
②小児神経内科担当医から
③執刀医から
200名
大阪市立総合医療センター
地域医療連携センター
☎6929-1221 都島区都島本通2-13-22

５組
10名様

営業時間 10：00～19：00

応募方法

不定休
場
所 I TMマーレ4F・5F
入 場 料 １歳600円
（平日・土日祝とも）
２歳以上…平日900円、土日祝1,100円※０歳は無料
問合せ先 あそびマーレ事務局
☎6616-7622　 受付時間10：00～19：00（土日祝除く）

 月24日（ 火 ）14：00～ 植 物 の 栽 培
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管理の基礎知識１
第２回 10月10日（木）14：00～ 植物の栽培
管理の基礎知識２
第３回 10月24日（木）14：00～ 植物の繁殖
の方法、寄せ植え体験（実習有）
第４回 11月6日（ 水 ）10：00～ 区 役 所 東 側
花壇植え付け（実習有）
受付開始は各回講習開始30分前からです。
区役所1階 第1会議室
筆記用具
※第3回、第4回は手袋及び汚れても構わない
服装での参加をお願いします。
先着10人
住之江区在住の方
9月3日（火）～9月17日（火）必着
FAXまたは往復はがきでお名前、ご住所、連
絡先（電話番号またはFAX番号）をご記入の
うえお申込みください。
 協働まちづくり課 窓口㊸番
☎6682-9734

ATC エイジレスセンター健康講座
無料 申込不要

「眼が見にくくなった、眼鏡作り直せば大丈夫？」
「最近見にくくなったな」
、「そろそろメガネ作り
直さな」
と感じている方、眼鏡合わせだけでは改
善しない、眼の病気があるかもしれません。眼は
年齢とともに加齢します。それによって若い頃は
なかった不調が出てきます。自身に合った、治療
法・解決法を知ることが重要です。今回の講演で
は、年齢を重ねたことで出てくる可能性のある病
態、飛蚊症・白内障・緑内障・加齢黄斑変性症・ドラ
イアイをメインに解説します。
9月21日(土)14：00～15：00
ATCエイジレスセンター（ATC ITM棟11階）
小 林 千穂 先生（大阪府眼科医会推薦／大阪
掖済会病院眼科医員）
ATCエイジレスセンター ☎6615-5123

第８回

住吉大社浪曲寄席

一流の浪曲師による“浪曲浪花節”を楽しみま
しょう。出演者は、京山 幸枝若さん・春野 恵子
さん・松浦 四朗若さんなどを予定しています。
10月27日（日）14：00～16：30（開場13：00～）
住吉武道館（住吉大社 南東角）
どなたでも
先着400名
前売り1,500円（当日券無し）
住吉武道館受付にて
10月26日（土）
住吉武道館（火曜日休館）

☎6678-2422 I6678-2432

住之江区民ハイキング

こちらから、必要事項を入力のうえ、アンケートにお答えいただきご応募ください。
なお、ハガキでのご応募は無効となりますのでご注意ください。
応募期間 9月１日
（日）
~9月24日
（火） ※発表は発送をもってかえさせていただきます。
チケットプレゼントの問合せ＝ 総務課（企画）窓口㊷番

第１回

☎6682‒9994

要申込

１１月３日
（日・祝） 行き先：京都方面
９月２８日
（土）
～１０月５日
（土）

住之江会館会議室にて
詳しくはお問合せください
コミュニティ協会 住之江区支部
☎6654-8280
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