広報すみよし No.276

講座・イベント情報
定員

対 象 表記がないものは、
定員がなく､どなたでも参加できます。

ローズウィーク2019 申込不要
〜バラ園リニューアルオープン〜

バラに囲まれてその美しさや香りを
堪能できる
「バラの回廊」が新たにオー
プン。バラ園全体で約200品種3200
株ものバラが咲き誇ります。
と き 5月11日
（土）
〜26（日）
10：00〜16：00
ところ 長居植物園
（東住吉区長居公園1-23）
費 用 高校生以上200円
（入園料）
※有料イベントあり
主 催 長居植物園
問合せ

6696-7117

第8回わいわい市

6696-7405
無料・申込不要

バザーやフリーマーケットなど盛りだくさ
ん！14時からは無料持ち帰り品コーナーも
行います。子どもが遊べる広場もあります。
と き 5月12日
（日）13：00〜15：00

ところ 遠里小野会館

（遠里小野1-11-28）
主 催 おりおの地活協

問合せ

小さな子どもからお年寄りまで、誰も
が楽しめるコンサートです。
と き 5月19日
（日）

14：00〜
（開場：13：30）
ところ 住吉区民センター 大ホール
（南住吉3-15-56）
定 員 900名
（当日先着順）

本格的な天体望遠鏡で月、春の星
を見ます。
5月12日
（日）19：00〜20：30

ところ 浅香中央公園 中央広場

主 催 住吉吹奏楽団

sumidann@yahoo.co.jp

端切れで指編み（全3回）申込不要

靴下の端切れから、小物入れやマット
を作りませんか？
と き 5月21日
（火）
14：00〜15：30
ところ 住吉区民センター 集会室1

（南住吉3-15-56）
対 象 60歳以上の人

定 員 15名
（当日先着順）

090-8121-6929
6609-7580
後 援 住吉区役所

身体の痛みの原因は？ロコモを知って
予防・改善しましょう。
と き ５月２３日
（木）
14：00〜15：00

無料

ところ 住吉区民センター 小ホール・大ホール

（南住吉３-１５-５6）
内 容 ①映画
「ケアニン〜あなたでよかった〜」
（受付１１：３０〜）
定員：１５０名（当日先着順）
②展示・講習・相談
③介護川柳の展示
（開場１３：３０〜）

当事者、関係者などの悩みを打ち明
け共有する事で、解決策のヒントを見
つけませんか。
と き 5月25日
（土）
13：30〜16：30

問合せ

080-8322-5530

7635-8664

おやこ教室（全6回）無料・申込不要
親子でふれあい笑顔になれる遊びを
一緒にやってみませんか。
と き 6月11日、
7月9日、9月10日、

10月15日、11月12日、12月10日
10：30〜12：00 各月火曜日
※希望する回のみの参加も
できます。
ところ 住吉区民センター 集会室4
（南住吉3-15-56）
対 象 １才〜３才の子どもとその保護者
※年度途中で４才になる子ども可
定 員 ３０組
（当日先着順）

主 催 ハッピーサポート
問合せ
080-8316-5301

すみよし歴史案内人と行く！ 申込不要

住吉まち歩き 2019年春

歴史と文化が色濃く残る住吉のまち
を歩きます。
と き 10：00〜
（受付開始 9：30）
ところ ※各回120分〜150分程度

定 員 ８０名
（先着順）

（１）紀州街道〜住之江コース
5月12日
（日）集合：住吉大社反橋前

協 力 一般社団法人 大阪市住吉区医師会

（２）長居環濠から住吉の港へコース
5月19日（日）集合：JR「長居」駅改札口

申込み ５月１０日
（金）
〜窓口・電話にて

介護が必要になっても、安心して暮
らせる住吉をめざします。
と き ５月１８日
（土）
１２：００〜１６：００

主 催 住み良しまつり実行委員会
問合せ
6692-8803

無料

（遠里小野1-1-31）
対 象 市内在住の６０歳以上の人

問合せ

住み良しまつり

健康講座
膝痛と腰痛とロコモ

LGBT・性別違和（性同一性障害）
無料・申込不要
の意見交流会

（南住吉3-15-56）
定 員 18名
（当日先着順）
ライフ
ホスピタリティ マネジメント サービス
主催

ところ 住吉区老人福祉センター

（浅香１-６）
主 催 関西で星を学ぶ会

●

問合せ 政策推進課 3階 35 番窓口

ところ 住吉区民センター 集会室3

（担当：川合）

天体観察会
月、
春の星をみよう

08

無料・申込不要

（殿辻2-3-9-2B）
主 催 NPO法人ホワイトネット
問合せ
7162-7060
7165-3335

無料・申込不要

とき

住吉吹奏楽団
第6回住吉コンサート

費 用 各回200円
（材料費）

６６９４-４８５４

掲載には事前審査があります。
申請手続きなど詳しくは、
ホームページを
ご覧いただくか、
お問い合わせください。

主 催 住吉区老人福祉センター
問合せ
６６９４-１４１６ ６６０６-３４１２

すこやかセミナー

無料・申込不要

おなかの がん なんかで
死なないために今できること

おなか（食道・胃・大腸）のがんで命を落
とすことになる仕組みと、皆さんができるこ
と、今の医療でおこなっていることを、消化
器内科の医師が分かりやすくお話します。
と き 5月24日
（金）
11：00〜12：00

ところ 大阪急性期・総合医療センター

本館3階 講堂（万代東3-1-56）
主 催 大阪急性期・総合医療センター

問合せ

6692-1201

掲載号7月号

7月号締切：5/7（火）

6694-9842

6692-5535

★申込み方法など詳しくは、主催・問合せ に直接お問い合わせください。

住吉区文化観光振興事業自主公演支援業務

問合せ

区民の皆さんを対象とした講座・イベント情報を募集します。

6606-7000

区民センターへ行こう！
ドレミコンサート

無料・申込不要

赤ちゃん、
お子様連れに向けたロビー
コンサートです。飲食物の持ち込み自
由、ベビーカーのまま楽しめます！
とき

6月4日
（火）12：15〜12：45

ところ 住吉区民センター ホール棟ロビー

出 演 Mam's Wind Orchestra「clover」

おやこ広場 お試し開放

無料・申込不要

大ホールのロビーを開放します。飲食
物、
おもちゃの持ち込みは自由！譲り合っ
てご利用ください。
とき

5月13日
（月）
・20日
（月）
13：00〜15：00

ところ 住吉区民センター 大ホール
対象

おおむね２才までの子どもと
その保護者

（南住吉3-15-56）
主 催 住吉区民センター
問合せ
6694-6100
6694-6115
kouza@sumiyoshiwardc-ogbc.jp

住吉図書館へ行こう！
迷タイトル誕生！
！ 無料・申込不要
読んでみたいなこんな本

図書館の本を使って、新たな本のタイ
トルを作るゲームを行います。
とき

5月12日
（日）10：30〜12：00

ところ 住吉図書館 多目的室
定 員 20名
（当日先着順）

読書会

無料・申込不要

テキストの宮下奈都（みやしたなつ）
著『羊と鋼の森』
は図書館で用意します。
参加する人は、5月21日
（火）
までに本を
借りてください。事前に本を読んだ上で
参加してください。
とき

5月24日
（金）10：30〜12：00

（３）粉浜から勝間街道を北上するコース
5月25日（土）集合：住吉大社吉祥殿前

ところ 住吉図書館 多目的室

（4）我孫子・苅田・庭井コース
6月2日（日）集合：御堂筋線「あびこ」駅３号出入口

（南住吉3-15-57）
主 催 住吉図書館
問合せ
6606-4946 6606-6987

定 員 各コース20名程度
（当日先着順）

ただし、10名以上の団体で参加
する場合は別途連絡が必要。

※当日6：55の天気予報（NHK）
で大阪の
降水確率が40%以上の時は中止
費 用 各回300円
（資料・保険代）

主 催 NPO法人すみよし歴史案内人の会
問合せ
６６９０-７７２３
後 援 住吉区役所

定 員 25名
（当日先着順）

移動図書館まちかど号
5月の巡回日は、大阪
市立図書館のホームペー
ジをご覧いただくか、
お問
い合わせください。
主 催 中央図書館自動車文庫
問合せ
6539-3305
6539-3336

｢広報すみよし｣は、
毎月8万9000部発行し、
5月号１部あたりの発行単価
（配布費用含む）
は約14.0円です。
そのうち約1.0円を広告収入で賄っています。
視覚障がいのある人を対象に点字版も作成していますので、
希望者は連絡してください。 問合せ 政策推進課 3階 ●
35 番窓口 6694-9842
6692-5535

