（催し）

催し

第32回関西矯正展

市民レクリエーションセンター
スポーツ教室 第３期生募集
市内26カ所の学校施設でヨガや卓球などを開
催しているスポーツ教室です。
12月から始まる
第3期の受講生を募集中です。
開催時間や受講料などの詳細については、大
阪スポーツみどり財団ＨＰの
「市民レクリエー
ションセンタースポーツ教室」をご覧ください。
火曜日：卓球
水曜日：バスケットボール
木曜日：健康づくり体操
金曜日：バレーボール
加賀屋中学校体育館
（一財）

大阪スポーツみどり財団 
スポーツ事業チーム 
☎6577-5269

第３０回住之江区こども文化祭
無料 申込不要

元気いっぱいな住之江の子どもたちが、一生
懸命練習した舞台の発表会です。今年はどの校
下が優勝するのでしょうか！皆さんの応援、お
待ちしています！

 2月1日
1
（日）
10：00～
すみのえ舞昆ホール
住之江区子ども会育成連合協議会 主催
大阪市コミュニティ協会 住之江区支部 
☎6654-8280

地区人権学習会
住吉川

地区

内容

無料
日時

きらめきの中国
音楽コンサート

申込不要
場所

11月10日
（日） 住吉川小学校
11：00～
講堂(西加賀屋
（開場10：30） 4-1-4）

粉
浜

クリニクラウンっ
12月7日
（土） 粉浜中央
て何？
14：30～
福祉会館
「考えよう子ども
（開場14：00） （粉浜2-9-14）
と医療の現実」

 協働まちづくり課 窓口㊸番
☎6682-9832

ATC チケットプレゼント！

入場無料

刑務所について皆様に広く知っていただくため
に、大阪刑務所で年1回開催している催事です。
会場では矯正広報パネル展示、所内見学、刑務
所作業製品の展示即売、各種団体によるイベント
等が行われます。飲食コーナーもたくさんありま
す。
初日のオープニングセレモニーには、NHK
朝ドラ
「スカーレット」の出演者が、
１日所長と
して参加予定です。
1 1月9日
（土）
10：00～16：00
11月10日
（日）
9：30～15：00
大阪刑務所内 特設会場
JR阪和線堺市駅 西口徒歩約5分
南海高野線堺東駅 北口徒歩約10分
大阪刑務所作業部門 ☎072-238-8269

①源泉所得税の年末調整説明会
②消費税の軽減税率制度説明会

無料

①源泉所得税の年末調整のしかたや、法定調書
および個人住民税の給与支払報告書などの作
成・提出方法を説明します。
②消費税軽減税率制度について、わかりやすく
説明します。
11月20日（水）

①13：15～15：10 ②15：10～16：00
すみのえ舞昆ホール（区役所２階）
①法人・個人事業者の所得税の源泉徴収義務
者の方
  ②どなたでもご参加いただけます。
車でのご来場はご遠慮ください
①について、事前に税務署より送付している
書類を一式ご持参ください。
住吉税務署
（①源泉所得税担当 ②法人課税第１部門）

☎6672-1321（音声案内2番）

問合せ可能日時
月曜日～金曜日（祝日を除く）9:00～17:00

税を考える週間行事

講演会

無料

11月11日
（ 月）～11月17日
（日）は、税を考える
週間です。「講談で学ぶ現代のコミュニケーショ
ンアップ術」
と題して、五代目 旭堂 小南陵氏
講演会を開催します。
11月8日
（金）
15：30～17：00
（開場15：00）
住吉大社吉祥殿
（住吉区住吉２－９－８９）
11月7日
（木）
までに電話またはFAX
住吉税務署後援
公益社団法人住吉納税協会
☎6671-5601 I6675-7913
問合せ可能日時
月曜日～金曜日
（祝日を除く）
9:00～17:00

OSAKA アート＆
てづくりバザール VOL.32

時 11月23日(土･祝)･24日(日)

10：00～17：00
※第2会場は11：00～17：00 (最終入場は16：30まで)
５組
場
所 大阪南港ATCホール・第2会場
10名様
ATCギャラリー (めんたいパーク大阪ATC隣)
入 場 料 当日券 800円／前売券 700円
※小学生以下無料、障がい者割引なし
「OSAKA アート&てづくりバザール」
問合せ先 テレビ大阪 事業局
☎6947－1912 受付時間10：00～18：00
（土日祝除く）
日

応募方法

6

ハローワーク大阪東、大阪西、阿倍野の３所合
同で開催します。福祉分野に興味のある方、介護
業界で働いてみたい方、是非ご参加ください。
働きやすい介護施設を目指す事業所が集合し
ます！
11月14日（木）13：00～16：00
（受付は15：30まで）
あべのハルカス会議室
（阿倍野区阿倍野筋１－１－４３ ２５階）
募集職種 介護職・看護職・その他
参加事業所数１８社（予定）
ハローワーク阿倍野 
人材確保対策コーナー
☎4399-6007（内線44#）

花と緑のまちづくり講習会
Ａ 住之江区花ボラ会
「押し花アート講習会」
押し花を使って、来年の干支を作成します。
講師は区役所前の花壇の花植えや手入れをし
ている
「住之江区花ボラ会」
の方
が務めます。
12月12日
（木）
１０：００～12：00
（受付９
：３０より）
区役所３階 第3-1、2会議室
先着２０名
３００円
11月29日
（金）
ハガキ大額付
Ｂ さざぴーグリーン倶楽部

「季節の寄せ植え
講習会」
さざぴーグリーン倶
楽部の方が講師となり、
寄せ植え講習会を開催
します。
①１２月１7日
（火）
１３：３０～（受付１３：００より）

②12月18日
（水）
13：30～（受付13：00より）
①南港花づくり広場
（南港花のまち公園内）

②すみのえ舞昆ホール
（区役所２階）
手袋、花を持ち帰る袋、汚れてもよい服装
①先着30名 ②先着60名
１，
５００円
①②ともに１１月２９日
（金）
▼ＡＢとも▼
住之江区内にお住まいの方
ＦＡＸまたは往復ハガキにて、お名前・ご住所・
連絡先
（ＦＡＸ番号）
を記入の上、下記の住所へ
お申込みください。
※寄 せ植え講習会受講希望の方は希望会場
を必ず明記の上、お申し込みください。
花と緑のまちづくり推進委員会 主催
・ ☎6682-9976 I6686-9798
（〒559-8601 大阪市住之江区御崎３-１-１７）

日17：30～
曜
火
４
・
２
第
毎月

tv」
．
ト
ッ
セ
ン
「南港サ
配信中！

住之江区のさまざまな情報をYouTubeLiveで
公開生配信！
チャンネル登録をお願いします。
観覧無料ですのでぜひ遊びにきてください！
【配信場所】

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 11月１日
（金）～11月１3日
（水） ※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

介護就職デイＩＮあべのハルカス
介護合同就職面接会＆説明会
無料 申込不要


☎6682‒999２

ATC O’s棟 北館 ４階
（中央付近３号エレベータ）
「オープンガレージ(特設会場)」

問合せ＝ 総務課
（企画）窓口㊷番 ☎６６８２-９９９2

