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森ノ宮医療大学市民公開講座
２０２２年度  第2回

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、中
止・延期、内容変更等になる場合があります。詳しくは、
各担当のホームページやお電話にてご確認ください。

初めて触る！スマートフォン体験講座

無料 要申込
11月７日
（月）
13：30～15：30
住之江会館
（南加賀屋3-1-20 2階）
区 内在住のスマートフォンをお持ちでない
方、
または持ち始めたばかりの方
貸 出用スマートフォンを使って基本操作や
LINEの使い方等を体験していただきます。
※お持ちのスマートフォンは使いません。
ソフトバンク
（株）スマホアドバイザー
20人
（多数抽選）
10月17日
（月）
17：00までに往復はがき・FAX・
メール・区役所4階㊷番窓口
（来庁の場合は
郵便はがき持参）
にて受付
※往 復はがき往信面・FAX・メールに
「住所・
氏名・電話番号・FAX番号
（FAXでの応募の
場合のみ）
」
を明記してください。
〒559-8601 住之江区御崎3-1-17
住之江区役所総務課
「初めてのスマホ体験講座」宛
I6686-2040
suminoe-ict@city.osaka.lg.jp
 総務課
（ICT・企画） 窓口㊷番
☎6682-9909

介護就職デイ
「介護のしごと就職フェア

inあべのハルカス」


無料

要予約

福祉分野に興味がある、介
護業界で働いてみたい方は、
ぜひご参加ください。資格や
経験がない方もぜひご参加
ください！
●就職面接会【予約優先】
～働きやすい介護施設を目指す20社が集合～
大阪市の事業
「アシスタントワーカー導入
等による福祉・介護人材支援事業」で雇用管
理改善に取組む事業所２社も参加します。
募集職種：介護職・看護職・その他
●映画上映会
「ケアニン～あなたでよかった～」
【予約制】

認知症ケアと介護職の魅力を描いた感動
作。映画上映前に、介護の魅力伝え隊による
ミニセミナーがあります。

●介護のしごと相談コーナー【随時受付】
11月11日
（金）
13：00～16：00
※映画上映時間は別途設定しています。
あべのハルカス会議室

（阿倍野区阿倍野筋1-1-43 あべのハルカス25階）

・ ハローワーク阿倍野 
人材確保対策コーナー
☎４３９９-６００７（部門コード４４＃）

申込み

要申込
無料 要申込
無料

地域の健康を守る－大学附属クリニック開設記念－

今回は10月に大学附属クリニックが開業するこ
とを記念して、森ノ宮医療大学が咲洲地区で進め
ようとしている地域医療について、大学附属クリ
ニックの医師らがロコモティブシンドロームや生活
習慣病について講演します。また、
ミズノ㈱の方に
もお越しいただき、ミズノ㈱の健康維持に向けた
取組みについてもご紹介します。皆さまのお越しを
お待ちしております。
10月25日（火）13：30～15：30（受付13：00～）
森ノ宮医療大学
（南港北1-26-16）
健康に関心をお持ちの方
①インターネットでお申込みの場合
二次元コードから申込フォームに 申込みは
こちら
アクセスしてください。
②FAXでお申し込みの場合
HPより申込FAX送信状をダウン
ロードし、お送りください。
森ノ宮医療大学HP＞社会連携・地
HPは
こちら
域貢献＞市民公開講座
森ノ宮医療大学 
総務部企画課／地域連携センター
☎6616-6911

ATCエイジレスセンター健康講座

「口腔ケアと介護予防について」

無料 要予約
近年、お口の健康
（口腔ケア）
と全身の健康が密接に関わっている事がわかっ
てきています。
口腔ケアにもいろんなやり方があり、上手く取
り入れる事で大きな病気になることを防ぐことが
できる可能性があります。
お口は命の入り口、心の出口とも言われます。
口腔ケアをすることで、介護状態にならない健
康寿命を延ばしましょう。
10月15日
（土）
14：00～15：00
ATC ITM棟11階 ATCエイジレスセンター
30名
（先着順）
電話予約制
澤井宏之氏
（大阪府歯科医師会 公衆歯科衛生
・地域保健部員）
ATCエイジレスセンター ☎6615-5123

みんなで公園活用事業
（パークファン）
を実施します！
地域の身近な公園を活用した、
どなたでも自由に参加できる楽し
いプログラムを開催します！
10月16日（日）13：00～15：00
英語でアートを学ぼう！
詳しくは
こちら
簡単な英会話レッスンや、自分の
好きな絵を描きながら楽しく英語を
学びましょう！
御崎南公園
500円／組
建設局公園緑化部調整課 ☎6469-3820
入場無料
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ファミ ー ル 中 加 賀 屋
市営中加賀屋住宅８号館
シャル マ ン ハ イツ
朝日プラザ住之江公園
市 営 柴 谷 住 宅２号 棟
市 営 柴 谷 住 宅３号 棟
市 営 柴 谷 住 宅１号 棟
Ｇ Ｌ Ｐ

大 阪 Ⅱ

住 之 江 競 艇 場
サ ニ ーコットン住 之 江

９月号別冊
「住之江
区防災マップ
（東部）
」
左下の
「津波避難ビル
（水害時避難ビル）
」
に
誤りがありました。
左
の一覧を切り取り、
該
当部分に貼り付けて
ください。

Ｅメール

その他

（催し）

コミュニティ協会からのお知らせ
●区民ハイキング
秋の京都〝哲学の道＂散策！
11月３日（木・祝）
京阪三条駅下車、帰りは京阪出町柳駅乗車
区内在住・在勤の方
大人（中学生以上）500円、小学生200円、

幼児無料（交通費は含まれません）
・
 住之江会館へ来館
10月11日（火）～14日（金）15：00～19：00
10月16日（日）10：00～15：00
詳しくは
・南港管理センターへ来館
こちら
10月15日（土）11：00～13：00
主催：住之江体育厚生協会
大阪市コミュニティ協会 
住之江区支部

●区民ギャラリー出展募集
区役所１階正面玄関にある区民ギャラリーに作
品を発表してみませんか？
募集月：12～３月 
出展期間：原則２週間
区内在住・在勤の方を含むアマチュア創作活
動グループ
10月26日
（水）
15：00～  ※応募者多数の場合は抽選
住之江区役所 3階 会議室
大阪市コミュニティ協会 住之江区支部
☎６６５４-８２８０ I６６８３-２０４０
suminoe-komikyo@arion.ocn.ne.jp

大和川サイクル月間 2022
大和川周辺の地域が連携し、自転車 詳しくは
こちら
を活用して地域を盛り上げるため、10
月下旬からの約1か月を
「大和川サイク
ル月間2022」
と名付け、大和川流域で
様々なイベントを実施します。
10月23日
（日）
～11月30日
（水）
大和川周辺
エリア内で
「大和川周遊サイクルスタンプラリー
2022」
をはじめとする各種イベントを開催！
専用アプリをダウンロードし、デジタルスタン
プラリーにぜひご参加ください。
イ
 ベント事務局
（建設環境研究所、産経新聞社）

☎6633-9493
（産経新聞社内）

大阪商店街にぎわいキャンペーン2022
大阪商店街にぎわいキャンペーンの 詳しくは
こちら
一環として、安立商店街で
「ハロウィン
イベント」
を開催します。仮装して来た
お子さんには、お菓子をプレゼント。
昔遊び・縁日・逸品マルシェも開催。
10月29日
（土）
10：00～16：00
安立商店街（安立３丁目）
大阪商店街にぎわいキャンペーン実行委員会 
☎6615-3781
イベント紹介

・ATCロボットストリート
・スタンプラリー 8つのスタンプとSDGsを探す旅
・絵本展Dan Dan ～親子で絵の本ひろばを楽しもう！～
・咲洲ダンスフェス '22秋グランプリ

訂正とお詫び（９月号別冊）
㉗
㉘
㉙
㉚
㉛
㉜
㉝
㉞
㉟
㊱

問合せ

ワークショップやイベントが集結
遊んで学ぶ2日間
☆イベント詳細はこちらから
咲洲こども EXPO2022

検索

日 時 11月5日
（土）
・6日
（日）
両日とも10：00～17：00

※イベントごとに開催日時が異なります。
場 所 ATC、
フェスパ（大阪府咲洲庁舎〝さきしまコスモタワー〟１階）
問合せ先 咲洲こどもEXPO実行委員会事務局
（ATC） ☎6615-5230

ATC チケットプレゼント！ こちらからアンケートにお答えいただきご応募くだ
親子で１日あそべる
室内遊園地

ATC あそびマーレ

ペア５組

10名様

さい。発表は発送をもってかえさせていただきます。
応募締切 10月14日
（金）

問合せ先   総務課
（ICT・企画）窓口㊷番 ☎6682-9992

応募方法

