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生涯学習特集令和４年（2022）7月1日　No.314号

令和
4年度

住之江区住之江区のの
生涯学習ルーム一覧生涯学習ルーム一覧

　住之江区では、小学校の多目的室などを利用して、様々な生涯学習ルーム
を設置しています。興味を持たれた方はお気軽にお問合せください。

■�各講座への申込方法･申込先につきましては、区役所でご案内いたしますのでお問合せください。
■�多くの講座は、受講料の他に材料費･保険料等(実費)が必要です。
■�申込み時点で定員を満たし、募集を締め切っている場合がありますのであらかじめご了承ください。
■�開催日時は学校行事や講師の都合等により変更または中止になる場合があります。�
なお、小学校の長期休暇中はお休みをいただいている講座もございますので、ご了承ください。
■�毎月10日発行の「いちょう並木」や「住之江区生涯学習ハンドブック」でも生涯学習の情報を得ることができます。�
ご希望の方は、区役所までお問合せください。

問合せ 協働まちづくり課（生涯学習）　窓口㊸番　☎ 6682-9983
教室名 開講日 開講時間 対象 費用

①粉浜小学校生涯学習ルーム� 粉浜2-6-6（大阪メトロ『玉出』南600m、南海『粉浜』西100m）
手話教室 毎週金曜 10：00～12：00 どなたでも

1,000円/月
新聞紙でのちぎり絵教室 第2水曜 無料
ヨガ教室 第2・4土曜 10：00～11：30 1,500円/月

②安立小学校生涯学習ルーム� 住之江1-4-29（南海『住ノ江』東50m）
手話 毎週土曜 16：00～17：00

どなたでも

1,000円/月
太極拳 第1・2・3火曜 19：00～20：30 500円/回太極剣
コーラス「アンリューズ」 第1・3土曜 14：00～15：30 500円/回
トールペイント 第2・4土曜 10：00～12：00 600円/回
読み聞かせ「ぼちぼちいこか」 第2・4月曜 1,000円/年
フラワーアレンジメント 第2土曜 13：30～15：00 300円/回
ストリートダンスＡ 毎週月曜 18：40～19：40 3,200円/月ストリートダンスＢ 毎週金曜 18：00～19：00

ピラティス 第2・4土曜 ①13：30～14：30 
②15：00～16：00 小学生 500円/回

③敷津浦小学校生涯学習ルーム� 北島2-9-22（南海『住ノ江』南西1.1km、大阪メトロ『住之江公園』南東1.1km）
ハンドベル 第2・3・4水曜（8月は休み） 19：30～20：30

どなたでも 1,300円／月コーラス 第1・3土曜（8月は休み） 14：00～15：30
手話歌 第1・3金曜（8月は休み） 10：30～12：00
はじめてのヨガ 第2・4土曜（8月は休み） 14：00～15：00

④加賀屋小学校生涯学習ルーム� 北加賀屋2-5-26（大阪メトロ『北加賀屋』北100m）
手話 第1・3月曜 10：00～12：00 どなたでも 1,000円／月書道クラブ 第2・4金曜 13：00～15：30

⑤住吉川小学校生涯学習ルーム� 西加賀屋4-1-4�（大阪メトロ『北加賀屋』南800m、南海『住吉大社』西1km）
押し花 第2・4月曜 19：00～21：00 どなたでも 1,500円／月
太極剣 第1・3火曜 19：30～21：00 太極扇上級者 1,000円／月コーラス 第1・３土曜 17：30～19：00

どなたでも
ソフトバレーボール 毎週土曜 19：00～21：00 100円／回
太極扇 第1・2・3水曜 19：30～21：00 1,500円／月
盆踊り 第2・4水曜 19：30～21：00 無料
書道 第2・4木曜 19：00～20：30 1,000円／月

⑥北粉浜小学校生涯学習ルーム� 粉浜1-5-48（大阪メトロ『玉出』3番出口すぐ）
書道 第3月曜 

第2土曜 13：30～16：00

どなたでも

6,000円／年

手話 第1・2・3・4水曜 14：00～16：00 1,000円／月
太極拳 第1・2・3土曜 18：00～19：00 500円／月太極剣 第1・2・3土曜 19：00～19：45

布あそび楽交 第3火曜 ９：30～12：00 
13：30～16：00 800円／月

気功・ヨガ 毎週月曜 
毎週木曜

13：30～14：50 
10：00～11：20

700円／回 
600円／回

俳画 第4木曜 13：30～15：30 6,000円／年

地域連携支援事業 年６回 不定期 小学校１年生
～６年生 無料

粉浜ウォ－ク
第2火曜 

第1土曜又は日曜
（隔月交代）

13：30～ 
9：00～16：00　 どなたでも 2,000円／年

教室名 開講日 開講時間 対象 費用

英会話（昼）入門
毎週金曜

11：00～12：30

どなたでも

3,000円／月英会話（昼）初級 12：30～14：00
英会話（夜）初級 毎週土曜 19：30～21：00

健康太極拳&ストレッチ 第1･3･4金曜 
（学校の休日はお休み） 14：30～16：00 1,000円／月

編み物 第2･4火曜 13：30～15：30 1,500円／月
コーラス「ドルチェ」 毎週水曜 2,000円／月
手芸 10：30～12：00 1,000円／年
住之江第九合唱団 in 
OSAKA 月2回水曜 18：30～20：30 お問い合わせ

納涼夏祭りで踊る会 夏季7回　秋冬季4回 19：30～21：00 どなたでも 
(子ども可)

無料
ピンポンクラブ

毎週木曜
500円／年

子どもと絵本を楽しむ会 
（ぴよぴよ） 10：00～12：00 どなたでも 500円／年

ふれあい園芸講座 毎週土曜 ８：30～９：30 どなたでも 
(子ども可)

無料
(材料代実費)

民謡サークル「Cats」 第2・4土曜
民謡

13：30～15：00 
三味線

15：00～16：00 どなたでも

民謡のみ　　
2,000円／年 
民謡三味線　
3,000円／年

社交ダンス 毎週火曜 19：00～21：00 2,000円／月
ヨガ教室 毎週金曜 19：00～20：30 1,000円／回

⑦住之江小学校生涯学習ルーム　御崎4-6-43
（ 大阪メトロ『住之江公園』東800m、南海『住ノ江』北西800m、

大阪シティバス『御崎三丁目』すぐ） 検索住之江小学校生涯学習ルーム

コーラス 第1･3土曜 15：00～16：30

どなたでも

1,000円／月

詩吟 第1･3火曜 16：00～17：30 
18：30～20：00 2,000円／月

陶芸 第1・3木曜 19：00～21：00 3,000円／月

⑧平林小学校生涯学習ルーム� 平林南2-6-48（ニュートラム『平林』南西500m）

ストレッチ教室 第1･3月曜 19：30～21：00 どなたでも 500円／月

ディスコン教室 第1･3土曜 10：00～12：00 校区内在住者 
(子ども可) 無料

⑨加賀屋東小学校生涯学習ルーム� 東加賀屋1-6-25（大阪メトロ『北加賀屋』南東500m）

健康体操 毎週土曜 10：00～12：00

どなたでも

1,000円／月
手話 第1･3土曜 13：30～15：30 500円／月
太極拳 毎週土曜 19：00～20：30 1,500円／月
太極剣 毎週木曜 20：00～21：30 1,000円／月
新舞踊 第2・4土曜 14：30～16：00 2,000円／月

ハイキング 不定期 不定 
（概ね8：00～16：00頃） 200円／回

ハンドクラフト 
（UVレジンアクセサリー） 第4日曜 13：30～15：30 1,500円／月

⑩新北島小学校生涯学習ルーム� 新北島6-2-56（大阪メトロ『住之江公園』南西1.3km）

ペイント&クラフト 第2･4火曜 10：30～12：30

どなたでも

750円／回
ソフトバレー 毎週金曜 19：30～21：00 300円／年

光ウォーク 不定（年4回） ７：00～15：00 行程・交通機
関による

⑪南港光小学校生涯学習ルーム� 南港中4-4-22（ニュートラム『ポートタウン西』北300m）

折り紙 未定（年2回） 未定 小学生以下を中心 無料

ジュニアコーラス（休講中） 毎週日曜 10：00～11：30 就園前の子ども～
変声期前の中学生 500円／月

気功 第2火曜 19：15～20：45
どなたでも

800円／月
太極拳 毎週木曜 19：15～21：00 1,000円／月
カリグラフィー 第2・4金曜 19：20～20：50 500円／回
ハワイアンHｕｌa 第2・4土曜 10：30～12：30 女性（子ども可） 1,500円／回

学校図書館開放 
（さくらスマイル） 毎週月・水・木曜

月・水・木
12：30～14：30 
月曜　放課後

どなたでも 無料

⑫南港桜小学校生涯学習ルーム� 南港中5-2-48（ニュートラム『中ふ頭』東300m）

琴 月1回土曜 19：00～21：00 どなたでも 1,000円／月
⑭南港みなみ小学校生涯学習ルーム� 南港中3-5-14（ニュートラム『ポートタウン東』南西550m）

社交ダンス（初級） 毎週月曜 19：00～21：00
どなたでも

2,000円／月社交ダンス（中級） 毎週木曜
手話教室（休講中） 月4回月曜 19：00～20：00 500円／月
ソフトバレーボール 毎週水曜 19：00～21：00 200円／月

⑬清江小学校生涯学習ルーム� 御崎5-7-18（大阪メトロ『住之江公園』東800m、南海『住ノ江』西800m）

生涯学習ルーム・マスコットキャラクター
� 「スタートル」


