（催し）

催し
加賀屋商店街
ハロウィン仮装パーティー

要申込

区内吹奏楽部・音楽部演奏会
第17回さざぴー音楽祭

無料

区内中学校の吹奏楽部・音楽部を中心とした音
楽祭です。今年は市民吹奏楽団も参加！皆さんお
誘いあわせのうえご来場ください｡
10月19日
（土）
11：00～15：30
大阪フィルハーモニー会館
（西成区岸里1-1-44）
〈共催〉
区青少年福祉委員連絡協議会
区青少年指導員連絡協議会
（一財）

大阪市コミュニティ協会
住之江区支部協議会
（一財）

大阪市コミュニティ協会
住之江区支部協議会 ☎6654-8280
suminoe-komikyo@arion.ocn.ne.jp

ATC チケットプレゼント！
ママキッズフェスタ in OSAKA
日

時 11月2日
（土）
～3日
（日・祝）
10：00～17：00

場

所 大阪南港ATCホール

毎年好評の講座です！
相手の心を癒し、自分も豊かになれる…そんな
傾聴を一緒にしてみませんか？
11月1・8・15・22・29日
（すべて金曜日・全5回）
14：00~16：00
吹田傾聴「ほほえみ」代表 長谷川美津代氏
住之江区在宅サービスセンターさざなみ
（22日は介護老人保健施設 雅秀苑にて実習）
20名（先着順）
10月6日からお電話でお申込みください
区地域包括支援センター ☎6686-2235

第１４回


元気わくわく健康教室
無料

申込不要

ア コ ー デ ィ オ ン 奏 者
羽納宗彦先生をお迎えし
て楽しく元気に歌いま
しょう♪
今年度より事前の申込みは不要です。皆さま
お誘い合わせの上お越し下さい。
10月10日（木）19：00～20：30（受付18：30～）
区民の方
300名
すみのえ舞昆ホール（区役所２階）
〈主催〉住之江区体育厚生協会
（一財）

大阪市コミュニティ協会
住之江区支部協議会 ☎6654-8280
suminoe-komikyo@arion.ocn.ne.jp

第１５回 木にふれよう
「平林祭り」
入場無料

子どもたちに本物の木を見て、触れて、感じる体
験コーナー多数用意。
10月20日（日）9：00～16：00
平林ウッディパーク（平林南1-2-4）

ニュートラム「平林駅」北に約300ｍ
 先着200名様に粗品プレゼント
親子木工教室・丸太切体験・木工
工作・キッズボート・ステージイ
ベント・地元の飲食ブース
・ 一般社団法人平林会 ☎6685-6907

10名様

地区人権学習会

無料

申込不要

どなたでも参加いただけます。
地区

内容

場所

日時

新北島南公園
「ぼけますから、
10月５日
（土）
福祉会館
よろしくお願いしま
19：00～
（新北島 2-3-１７）
す。」上映会
ポートタウン
「ぼけますから、
10月12日
（土） 西ビル 2 階
よろしくお願いしま
大会議室
14：00～
す。」上映会
（南港中 2-1）

安立

今年も開催！ファミリーフェスタ！手作りのか
わいい雑貨店やワークショップ、キッチンカーな
ど、たくさんの 店 舗 が 立ち並 ぶ
「NANKO DIY
MARKET」
に、今年はラグビーチーム
“ＮＴＴドコ
モレッドハリケーンズ”が参戦！
遊んで食べて買い物して、南港を
楽しもう♪
当日はぜひ南港ポートタウンへ
お越しください！
11月3日
（日・祝）
10：30～16：00 ※小雨決行
南港ポートタウン内のプラザ池前の緑地
（最寄り駅：ニュートラム「ポートタウン東」
または
「ポートタウン西」駅）
 総務課
（企画） 窓口㊷番 ☎6682-9992

食品ロス（まだ食べられるのに廃棄される食
品）を防ぐ取組みとして、住之江区役所にてフー
ドドライブを試験的に開催します。フードドラ
イブとはご家庭で余っている食品を無償で提供
していただき、住之江区社会福祉協議会を通じ
て、これらの食品を必要とする区内の子ども食
堂や福祉施設などで有効利用する活動です。ご
家庭で眠っている食品をぜひご提供ください。
10月10日（木）13：00～15：00
区役所１階エレベータ前
【寄付いただきたい食品】

１カ月以上賞味期
限が残っている常温保存可能な食品（例：お
米・お菓子・乾麺・缶詰・海苔・ふりかけ・イン
スタント食品・調味料など）
※賞味期限まで１カ月を切っているものや賞
味期限が明記されていないもの、開封され
たもの、肉・魚・野菜等の生鮮食品、冷凍食
品、アルコール類などは寄付していただく
ことはできません。
大阪市環境局西南環境事業センター
☎6685-1271 I6685-1282
※問合せ可能日時 月曜～土曜の8：30～17：00

無料

南港

第5回ファミリーフェスタ

in南港ポートタウン
～NANKO DIY MARKET～

傾聴ボランティア養成講座

新北島

1４回 目 の 開 催 と な る ハ ロ ウ ィ ン 仮 装 パ ー
ティー。
今年もカワイイちびっ子たちがお菓子をもら
いにお店を回ります。
10月26日
（土）
13：00～15：00
加賀屋商店街
3歳以上小学６年生まで
400名
10月1日
（火）～26日（土）の期間内に加賀屋商
店街加盟店でお買い物（１店舗につき500円
以上）をして、ラリーカードに3店舗分のスタ
ンプを集めてレシートを添付し、組合事務所
までお申込み頂きますと、ハロウィン参加券
と交換します。
加賀屋商業協同組合事務所 ☎6686-4110

フードドライブを試験的に開催します

露の紫のウーマン
安立連合町会
11月２日
（土）
パワー高座
福祉会館
奮闘努力にムダは 15：00～
（安立 2-8-２２）
ない！

各地区の受付開始は、開演時間の30分前から
 協働まちづくり課 窓口㊸番 ☎６６８２-９８３２

大阪家庭裁判所主催 成年後見制度説明会

「よく分かる！
！成年後見制度」

10月24日（木）14：00～16：30
大阪家庭裁判所8階 大会議室
（中央区大手前4-1-13）
成年後見制度を利用されていない一般の方
50人
（先着順）
※1回の電話で3人まで予約可能
下記問合せ先で10月10日（木）9：00申込開始
大阪家庭裁判所事務局総務課広報係
☎6943-5692（平日9：00～17：00）

恒例！ 第 7 回 加賀屋新田会所寄席
無料

11月3日（日・祝）13：20～15：30（開場13：00）
加賀屋新田会所跡（南加賀屋4-8）
お笑い福祉士による落語
「千里亭だし吉・笑っ亭笑昌・夜勤亭ぐうぐう」

ビデオ
「わが町すみのえ－その魅力と歩み②－」
40名（先着）
電話でお申込みください
住之江のまち案内ボランティアの会
☎080-9479-1387

入場無料

イベントで利用できる
縁日チケット引換券を
プレゼント！

（最終入場16：00）

スポーツ体験やものづくりワークショップ等、親子で遊んで
学べるイベント大集合の3日間！毎年大好評のスタ
ンプラリー抽選会も開催！
11月２日
（土）
～4日
（月・振）
10：00～18：00

入 場 料 無料

応募方法

問合せ先 ママキッズフェスタ事務局
☎03-6812-9428
受付時間 月曜～金曜の１0：00～17：00
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 10月１日
※発表は発送をもってかえさせていただきます。
（火）
~10月20日
（日）
チケットプレゼントの問合せ＝ 総務課（企画）窓口㊷番
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☎6682‒9992

※イベントごとに開始・終了時間が異なります。

ATC・大阪咲洲庁舎
（さきしまコスモタワー）
※一部有料または事前予約が必要なイベントがあります。
※イベントは予告なく変更・中止の場合があります。

咲洲こどもＥＸＰＯ実行委員会事務局 ☎6615-5230

