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※

講座・イベント情報

特に記載のないものは市外局番「06」
です。

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。
掲載には事前審査があります。
掲載号1月号
申請手続きなど詳しくは、
ホームページを
1月号締切：11/5（木）
ご覧いただくか、
お問い合わせください。

●

問合せ 政策推進課 3階 35 番窓口

6694-9842

6692-5535

新型コロナウイルス感染症の影響により、中止になる場合があります。開催状況については 主催・問合せ へご確認ください。
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。

申込不要
長居植物園
秋のローズウィーク

楽しい宇宙と望遠鏡講座
天王星、海王星を学ぼう

無料

太陽系の氷惑星を学びます。

すみよし歴史案内人と行く！
住吉まち歩き 2020年 秋

住吉図書館へ行こう！
休館のお知らせ
（蔵書点検等）

10月7日（水）
〜10月12日（月）
休館中は、返却ポストをご利用ください。

【図書展示】
お仕事小説展

香り豊かな
「秋バラ」が見ごろを迎え
る季節。1本1本の香りや色味、美しさを
ゆっくりとお楽しみください。

10月10日（土）〜10月25日（日）
9：30〜17：00（入園は16：30まで）
※月曜日は休園
ところ 長居植物園
（東住吉区長居公園1-23）
とき

費 用 高校生以上200円(入園料)

主 催 長居植物園
問合せ
6696-7117

6696-7405

無料
すみ博２０２０
住吉っさんの夕べと関連行事

各イベントについて詳しくはチラシ、
ホームページよりご確認ください。
●すみ博 de エール

「がんばろう！すみよし」をテーマに住吉
大社第四本宮手前に巨大絵馬が出現！
絵馬に貼る熱いメッセージを募集します！
と き １０月１1日（日）
〜１０月２５日（日）
ところ 住吉大社第四本宮手前

（住吉２-９-８９）

●すみよし八景２０２０

各ポイントに掲示された８つの文字を
並べて、
すみよしを応援！
景品ゲットのチャンスもあります！
と き １０月１1日（日）
〜１０月２５日（日）

ところ すみよし八景それぞれの場所

●住吉っさんの夕べ
（事前申込要）

当日は現地からのライブ配信も予定！

と き １０月１８日（日）
１５：００〜１９：００
※当日の天候によって変更・中止
する場合があります。

ところ 住吉大社反橋前
（住吉２-９-８９）

主 催 すみよし博覧会実行委員会
問合せ
6671-2211
すみ博

12

検索

「仕事」
をテーマとした小説を集め
ました。
その職業ならではのエピソード
などをお楽しみください。

と き 10月10日
（土）14：00〜16：30

ところ 苅田土地改良記念会館

（苅田9-5-27）

対 象 小学5年生以上

定 員 12名
（多数抽選）

申込み 10月9日
（金）13：00までに

ホームページにて
主 催 関西で星を学ぶ会

問合せ

090-8121-6929
6609-7580

「性別を間違えた！」
無料・申込不要
講演会

今回は事前申込が必要です。
歴史と文化が色濃く残る住吉のまち
を歩きます。普段は気付いていない、住
吉の魅力を発見してみませんか。
※受付開始は各回30分前より
（各回90分〜100分程度）

080-8322-5530
7635-8664

クッキー型抜き体験
クッキー生地を色んな
型でくり抜いて、デコ
レーション！ 焼きたて
クッキーをみんなで
食べましょう！
とき

10月31日（土）13：00〜15：00

ところ クラシステージおひさま

（万代6-15-6）
定 員 10名
（先着順）
費 用 150円
（材料費）

申込み 10月30日（金）
までに窓口・電話にて

主 催 NPO法人クラシステージおひさま
問合せ
6673-2077

とき

10月31日（土）
まで

ところ 住吉図書館

（１）説話と伝説のまち住吉を歩くコース
10月11日（日）10：00〜
集合：住吉大社 反橋前
（２）
「神社」としての住吉大社 徹底解説コース
10月18日（日）10：00〜
集合：住吉大社 正面大鳥居前

性別違和（性同一性障害）当事者本
人が見えない苦しみを生い立ちとして
紹介。
あらゆる問題を克服し、自分らしく （３）
我孫子・苅田・庭井を歩くコース
歩んで良かった事をお話します。
10月25日（日）10：00〜
と き 10月17日
（土）
集合：JR「我孫子町」駅 改札口前
14：00〜17：00（開場13：30〜）
（4）上町台地アップダウン（西成・阿倍野編）コース
ところ 住吉区民センター 集会室4
（南住吉3-15-56）
10月31日（土）10：00〜
集合：南海「岸里玉出」駅 岸里口
定 員 30名
（当日先着順）
主 催 ライフ ホスピタリティ
問合せ マネジメント サービス

無料・申込不要

（5）長居環濠跡から長居公園めぐりコース
11月3日（火・祝）10：00〜
集合：JR「長居」駅 改札口前
（6）帝塚山散策コース
11月8日（日）10：00〜
集合：南海「帝塚山」駅 改札口前

※当日6：55の天気予報（NHK）で大阪の
降水確率が60%以上の時は中止
定 員 各回15名
（先着順）

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

移動図書館まちかど号

10月の巡回日は、
次のとおりです。
ホームページからも
確認できます。
◆シニアハウス長居公園玄関前（長居東1-27）
11月6日
（金）13：00〜13：50
◆市営長居住宅1棟西側（長居1-15）
11月6日
（金）14：10〜14：50
◆万代池公園北東入口（万代3-7）
10月6日
（火）
・11月2日
（月）10：10〜11：10
◆住吉小学校正門（帝塚山西4-1）
10月23日
（金）11：20〜11：50

費 用 各回３００円
（資料代、保険代）

◆市営苅田北住宅５号棟前（苅田4-7）
10月24日
（土）14：00〜14：50

ページ・往復はがきにて
（氏名・
連絡先・人数・希望コース番号
（複数可）
を記入）
後 援 住吉区役所

◆東粉浜小学校西門（東粉浜2-3）
10月28日
（水）10：05〜11：05

申込み 各開催日の5日前までにホーム

主 催 すみよし歴史案内人の会
問合せ （上住吉1-9-26）

６６９０-７７２３

すみよし歴史案内人の会

検索

◆市営山之内住宅6号棟（山之内4-7）
10月28日
（水）12：50〜13：20
◆我孫子南広場第2集会所前（杉本1-3）
10月28日
（水）13：40〜14：20

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｣10月号は、
8万8500部発行し、
１部あたりの発行単価
（配布費用含む）
は約20.1円です。
そのうち約2.5円を広告収入で賄っています。
点字版も作成していますので、視覚障がいのある人で希望する人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

