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令和4年2月 No.309
※ab特に記載のないものは
　市外局番「06」です。 住吉区Facebook

歴史・文化情報
住吉区Youtube
区公式チャンネル

住吉区民のみなさんへ お知らせ情報

イベント・講座

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者へお問い合わせください。
また、マスクの着用やソーシャルディスタンスなどの感染予防対策をしてお出かけください。

主催者が住吉区役所でないものは がついています。
定員、対象の表記がないものは、定員がなく、どなた
でも参加できます。

この普通は誰の普通か 申込不要

男から女に戸籍を変えて気付いた、私と世界の普通
の認識の違いと、幸せになりたいと思ってることこそが
間違いだと気付いた話をします。

松本彩香
2月13日（日）13：30～15：00（開場13：00～）
住吉区民センター集会室4（南住吉3-15-56）
30名（当日先着順）

cライフ ホスピタリティ マネジメント サービス
a080-8322-5530　b7635-8664 

とき
登壇者

ところ
定員

無料

第３回 いっせき住吉落語会
上方落語の実演とともにお囃子（三味線・太鼓）も
生演奏で行います。

２月２0日（日）開演１３：００（開場１２：３０）
住吉区民センター小ホール（南住吉3-15-56）
２００名（当日先着順）

cカルチャーカフェ上方　a7502-6293

とき
ところ
定員

無料

c政策推進課 ３階35番窓口
a6694-9842 b6692-5535

掲載依頼は3月7日（月）まで
受け付けています。

詳しくは
こちら

※掲載について条件や審査があります。
詳しくはホームページをご確認ください。

イベント・講座情報 募集中

5月号

「つながれ ひろがれ 地域の輪」をテーマとした、区民の皆さんの手づくりのフェスティバルを開催します。
　昨年度は中止となりましたが、今年度は十分なコロナ対策を施し、内容を作品展示に絞って開催します。
ふるってご観覧ください。（ステージ発表や体験コーナー等はありません。）

教育文化課 ３階34番窓口  
a6694-9989  b6692-5535

c

2月19日土10：00～16：00とき

共 催 住吉区まなび・つながりネットワーク

住吉区民センター 大ホール
（南住吉3-15-56）

ところ 詳しくは
こちら
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　丈夫な骨に欠かせない「カルシウム」のお話
２月２5日（金）１３：３０～１4：3０
住吉区老人福祉センター（遠里小野１-１-３１）
市内在住６０歳以上の方
４０名（多数抽選）
２月１７日（木）までに窓口・電話にて

c住吉区老人福祉センター
a６６９４-１４１６ b6606-3412

とき
ところ

定員
申込み

対象

骨・カルシウムセミナー 無料

c中央図書館自動車文庫
a6539-3305
b6539-3336

ホーム
ページは
こちら

移動図書館まちかど号
2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。

アロマストーンつくり
　携帯できるアロマストーンを石膏でつくります。

2月27（日）　　　　10：30～12：30
14：00～16：00

住吉区民センター集会室３（南住吉3-15-56）
各回10名まで　　　　3,300円（税込み）
2月4日（金）～15日（火）まで電話・メールにて

c担当：山田
a080-9746-9300（電話は２0:00まで）
emachiral903@gmail.com

午前の部
午後の部

とき

ところ
定員 費用
申込み

住吉区食育パネル展 無料

「よく噛んで食べよ
う！」をテーマに食育に
関する様々な展示を
行います。来場者に
は、「給食メニューで
人気のかむ噛むレシ
ピ集」を配付します。

●食育活動紹介パネル
●園児が描いた食べものの絵画
●中学生が家庭で作った朝ごはんメニュー ほか

「おおさか健活マイレージ　アスマイル」ポイント対象イベント
３月８日（火）１０：００～１７：００
３月９日（水）１０：００～１５：００
区役所１階 第１会議室

c保健福祉課 １階19番窓口
a６６９４-９８８２　b６６９４-６１２５

とき

ところ

展示内容

「地形で見る住吉の魅力」
講演会とまち歩き

　高低差に富んだ住吉の地形の特徴と魅力について
新之介氏(大阪高低差学会代表)の講演を聞き、まち
歩きで実感します。

cすみよし歴史案内人の会
a6690-7723（月・水の１３：００～１６：００）

2月27日（日）
　　  10：20～12：00  　　　　13：30～15：30
講演：住吉区民センター小ホール（南住吉3-15-56）
まち歩き：集合場所は南海高野線住吉東駅西改札口
100名（申込先着順）
講演500円、まち歩き300円、両方700円
2月23日(水・祝)までにホームページ「お問い合わせ」
欄、又は往復ハガキにて（〒558-0046上住吉
1-9-26 NPOすみよし歴史案内人の会 セミナー係）

とき

ところ

定員
費用
申込み

講演 まち歩き

　住吉踊から能楽の仕舞、上方舞そして江戸で華開
く「かっぽれ」まで、実演と映像資料を交えて、住吉と
舞踊の歴史と文化を探ります。

3月5日（土）13：30～16：00（開場：13:00）
住吉区民センター小ホール（南住吉3-15-56）
山中雅志、山村友五郎、櫻川ぴん助  他
150名（コロナ禍の状況により変更有）（当日先着順）
500円（参加費）

c住吉文化事業実行委員会「すみ文」
a7502-2241
esumibun@zeus.eonet.ne.jp

とき
ところ

定員
費用

出演

すみ文イベント
「住吉を舞う、踊る。」

詳しくはこちら

アロマでセルフトリートメント＆
お レッスンⅠ
アロマオイルで指先から肘のマッサージとお の使い方

2月14日（月）10:00～11:30
住吉区民センター集会室3（南住吉3-15-56）
80歳まで
5名程度（先着順）
2,000円（材料費）
2月12日（土）までに電話・メールにて

c担当：福本
a090-8199-9265
eeclat1208@icloud.com

とき
ところ

定員
対象

費用
申込み

c住吉図書館（南住吉3-15-57）
a6606-4946 b6606-6987

住吉図書館へ行こう!

　子どものためのおはなし会を行います。
2月2日・9日・16日・23日（水）
１６：００～１６：３０
住吉図書館 多目的室
10組（当日先着順）

とき

4時のおはなし会 申込不要無料

定員
ところ

　自分にできることを一緒に考えてみませんか？
「認知症サポーター養成講座」
①２月２４日（木） ②２６日（土） １４：００～１５：３０
「認知症予防学習会」
③３月２日（水） １４：００～１６：００
①③住吉区民センター集会室４（南住吉3-15-56）
②住吉区民センター集会室２
①②認知症に関心のある方
③認知症予防の取組に関心のある方
①３０名  ②２０名  ③２５名
※多数抽選。参加いただけない場合のみ連絡します。
①②は２月２１日（月）まで。③は２月２４日（木）まで。
電話・FAX・はがきにて（氏名、年齢、住所、電話
番号、ご希望の講座を記入）

c住吉区社会福祉協議会
（〒558-0021浅香1-8-47）

a6607-8181 b6692-8813

とき

ところ

定員

対象

申込み

認知症や認知症予防について
学習しよう 無料

不登校・ひきこもり
経験者への支援

　officeドーナツトークスタッフと不登校体験者を講
師に保護者向けの講座を開催します。
　テーマは「ピアサポートの可能性」

2月17日（木）10：00～11：30
区役所３階 第２会議室
１５人（ 当日先着順）

c事業受託者 一般社団法人officeドーナツトーク
a070-5663-8606
eoffice.donutstalk@gmail.com

とき
ところ
定員

申込不要無料

すみよしじんけんシアター
　映画「ブタがいた教室」を上映します！

３月５日（土）（各回開場は30分前）
10：30～
14：00～

住吉区民センター大ホール（南住吉3-15-56）
各回400名
行政オンラインシステム・FAXにて
住吉区まなび・つながりネットワーク

c教育文化課 ３階34番窓口
a6694-9989　b6692-5535

とき

ところ
定員

共催
申込み

無料

午前の部
午後の部

申込みは
こちら

生涯学習ルームの紹介 手芸や工作などの作品展示

これまでの様子

申込不要

広報すみよし

２月の防犯キャンペーン
　自転車でお越しの人の自転車の前かごに、ひったく
り防止カバーを装着します。

２月10日（木）
11：00（雨天中止）
区役所北出入口 
駐輪場周辺
１００人（当日先着順）

c地域課 ３階36番窓口
a６６９４-９８３９　b６６９２-５５３５

とき

ところ

定員

申込不要無料

再開します!


