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住吉区民のみなさまへ 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。

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。

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!

　住吉図書館を拠点とするボランティアグループ
に参加し、図書の貸出や紙芝居実演などの図書
ボランティア活動をしてくださる方を募集します。
　原則として以下の講座（ボランティア活動につ
いて他）を全回ご受講ください。

①10月15日（金）　②10月22日（金）
③10月29日（金）　各回10：00～12：00
中央図書館(西区北堀江4-3-2)
5名程度（申込先着順）
10月5日（火）までに電話・窓口にて

とき

ところ
定員
申込み

図書ボランティア(高齢者福祉施設)
募集 無料全3回

　簡単で美味しいジャガイモ・チーズガレットを作りま
せんか。

８月2８日（土）13:00～15:00
NPO法人クラシステージおひさま（万代６-１５-６）
１５名（申込先着順）
200円
8月10日（火）までに電話にて（先着順）

cNPO法人クラシステージおひさま
a６６７３-２０７７

簡単おかずクッキング
ジャガイモ・チーズガレット

とき
ところ
定員
費用
申込み

　いきいき百歳体操や認知症予防につながる実践を
一緒に学び、自分らしく暮らし続けるためにはどうすれ
ばよいかを参加者の皆さんで考えます。

9月1日（水）、9月8日（水）、9月16日（木）、
9月29日（水）いずれも13：30～15：30
※3回以上の受講で修了証を発行します。
住吉区役所
医師、健康運動指導士、
住吉区保健福祉センター職員等
20名程度（先着順）
住吉区内在住の方
8月12日（木）～8月20日（金）に電話にて受付

c保健福祉課 1階19番窓口
a6694-9968　b6694-6125

とき

ところ

定員

申込み

講師

対象

健康づくりひろげる講座の開催 無料

「住吉エンジョイソフトバレーボール」
参加チーム募集!

　家族や友だちで一緒にチームを作って参加しませんか？
9月5日（日）9：30～（受付：9：00～）
住吉スポーツセンター（浅香1-8-15）
①一般の部：12歳以上（小学生を除く）の男女各２名
②女性の部：12歳以上（小学生を除く）の女性４名
③シニアの部：50歳以上の男女４名
（男性２名まで、女性のみ可）
④ファミリーの部：小学生２名と30歳以上の
男女各１名、または女性２名

１チーム1,000円
住吉区内在住・在勤・在学の人
１チーム４名以上８名以内（重複エントリー不可）
8月20日（金）までに参加申込書に記入の上、
事務局まで提出（メール、FAX可）
※申込書はホームページまたは住吉区役所34窓口で配布

c住吉区スポーツ推進委員協議会事務局（担当：西村）
a・b6698-9846

とき
ところ

費用
対象
定員
申込み

募集
チーム

ひまわりウィーク
　厳しい暑さが続く8月、
約15,000本のひまわり
が太陽の光を浴びて元気
いっぱい咲きそろいます。
　ひまわりウィークの期
間中は休園日なし！夏の
絶景をお楽しみください。
　また、今年も夕映えのひまわりをお楽しみいただけ
るよう、期間中は開園時間を2時間延長します。お出か
けやお仕事帰りにも是非ご来園ください。

7月31日（土）～8月15日（日）
9：30～19：00（入園は18：30まで）
大阪市立長居植物園
（東住吉区長居公園1-23）
高校生以上200円（入園料）

c長居植物園
a6696-7117　b6696-7405

とき

申込不要

ところ

費用

性別違和（性同一性障害）当事者が
明かす 見えない学校問題と対策

　学校生活における制服、トイレ、更衣室など当事者が直
面したリアルな問題を紹介。経験に基づいた対応・対策な
どを提案する講座です。

8月14日（土）13：30～16：30
住吉区民センター 集会室1（南住吉3-15-56）
15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
ところ
定員

無料 申込不要

c政策推進課 ３階35番窓口
a6694-9842　b6692-5535

掲載依頼は9月6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

11月号

一人ひとりが向き合う
～コロナ禍を振り返って～ 

　正しい知識と正しい理解を身につけて、コロナ禍にお
ける差別や偏見について一緒に考えてみませんか？

9月11日（土）１４：００～１６：００
住吉総合福祉センター（帝塚山東5-8-3）
当日会場：30名・ZOOM：30名
合計60名（申込先着順）
8月31日（火）までに電話・窓口・
メール（ZOOMの場合）にて

c住吉区北地域包括支援センター　a6678-1500
esumiyoshi.kita1500@gmail.com

とき
ところ
定員

申込み

無料

提供会員養成講座
　大阪市ファミリー・サポート・センター事業の提供会員
になり、子育て中のご家族の送迎や預かりのお手伝い
をしてみませんか？子どもとのコミュニケーション、事故
防止、心とからだの成長についてなど、ボランティアに必
要な知識を学びます。

10月6日（水）・13日（水）・20日（水）・27日（水）、
11月10日（水）・17日（水）13：00～17：20
住吉区子ども・子育てプラザ（南住吉２-18-21）
住吉区、近隣区にお住いの19歳以上の方・提供
会員として登録する意思のある方、または全講習
に参加できる方。
8名（申込先着順）
8月15日（日）～9月30日（木）までに
電話・窓口にて

c住吉区子ども・子育てプラザ　
a・b6693-2970

とき

ところ

定員

対象

申込み

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
8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。

健康セミナー
　「たのしい体操」で元気アップ!

８月２４日（火）１３：３０～１５：００
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）
８月１０日（火）～８月１９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
対象
定員
申込み

アロマ DE わたし時間
　アロマオイルを使ったリンパケア♪

8月23日（月）10：00～12：00
住吉区民センター和室（南住吉3-15-56）
10名（申込先着順）
1000円（材料費）
8月10日（火）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
費用
申込み

すみよし歴史ガイド入門講座
　住吉区内の歴史や文化の魅力を多くの方に案内する
「すみよし歴史ガイド入門講座」を開催します。
①講座「住吉アラカルト」

すみよし歴史案内人の会会員
9月11日（土）13：30～16：30
住吉区民センター集会室４
（南住吉3-15-56）

②まち歩き「住吉大社境内とその周辺」
すみよし歴史案内人の会会員
9月18日（土）13：30～16：00
住吉大社反橋前～御田

③講座「地名から見た住吉の歴史」
住吉大社権禰宜 小出英詞氏
9月25日（土）13：30～16：30
住吉区民センター集会室４
（南住吉3-15-56）
20名（申込先着順）
9月3日（金）までに往復はがき・ホームページにて
1000円（全３回分）　　　　住吉区役所
NPO法人 すみよし歴史案内人の会

cNPO法人 すみよし歴史案内人の会  a6690-7723
（〒558-0046 上住吉1-9-26）

定員
申込み
費用 後援
主催

とき
講師

講師

講師

ところ

とき
ところ

とき
ところ

全３回

　日本遺産に認定された北前船やおぼろ昆布につ
いてのお話を聞いて、住吉大社の中にあるゆかりの
史跡を見て回りましょう！

8月22日（日）10：00～12：00（9：30受付）
住吉大社吉祥殿・
住吉大社境内
小学生とその保護者
20組40名（先着順）
8月13日（金）までにメールにて
（8月22日「北前船希望」と明記のうえ、参加者
全員の名前とふりがな・児童の小学校名・学年・
代表者の電話番号・住所を記入）教育文化課
窓口でも可

c教育文化課 3階34番窓口　
a6694-９989　b6692-5535
etu0012@city.osaka.lg.jp

とき
ところ

定員
申込み

対象

北前船と住吉大社の歴史をまなぼう!
～日本遺産ミニガイドツアー～ 無料

募集
区内在住の中学生向け
「すみよし学習クラブ」夏期体験会

８月20日（金）19：00～／20：15～
８月24日（火）19：00～／20：15～
遠里小野教室（８月20日開講分）
墨江丘教室（８月24日開講分）
各コマ約10名（初めての人対象）
※１人１コマ（70分）限り
８月16日（月）まで申込必須

c家庭教師のトライ大阪校
a0120-555-202（9：00～23：00）
※「大阪市住吉区のすみよし学習クラブについて」とお伝えください。

とき

ところ

定員

申込み

英語・数学 無料


