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令和3年10月 No.305
※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。
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。

ひふみ号による「花と緑の講習会」
“季節の寄せ植え” 無料 申込不要

　植物や緑に興味のある人、庭木や草花でお悩みの
人、お気軽にご相談を。

１０月１９日（火）１４：００～１５：３０
万代池公園（万代３丁目）
３０人程度（先着順）

c長居公園事務所
（東住吉区長居公園１-１）
a６６９１-７２００　b6691-6976

とき
ところ
定員

c政策推進課 ３階35番窓口　a6694-9842　b6692-5535

掲載依頼は11月5日（金）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1月号

自力整体
　心と身体をほぐしましょう。

１０月２８日（木）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
3０名（多数抽選）
１０月１２日（火）～２３日（土）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

住吉区民ソフトテニス大会
11月3日（水・祝）9：00～
山之内西テニスコート
（山之内５丁目 山之内西公園内）
区内在住・在勤・在テニスクラブの中学生以上
１組（２名）2000円
10月11日（月）～25日（月）
までに窓口にて（要参加費）

c住吉区体育厚生協会事務局
a6671-7898

とき
ところ

対象
費用
申込み

LGBTQ・性別違和（性同一性障害）の
意見交流会 申込不要

　LGBTQ・性別違和の当事者、関係者などへ悩みを打
ち明け共有することで、解決策のヒントを見つけませんか？

10月10日（日）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

災害ボランティア養成講座
　災害時のボランティア活動について学び、「災害ボ
ランティアセンター」の開設・運営をサポートするボラン
ティアとして活動しませんか？

10月26日（火）、11月2日（火）、9日（火）
いずれも19：00～20：30
住吉区民センター 集会室2（南住吉3-15-56）
災害ボランティア活動に関心があり、住吉区災
害ボランティアセンター開設時に運営協力して
いただける方
10名（多数抽選）
10月19日（火）までに、電話・FAX・郵送にて

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

無料全3回

子育て相談
　コロナ禍での子育て不安や悩みはありませんか？
　放課後児童支援員資格を持った経験豊富な指導
員さんと解決策のヒントを見つけませんか？

１０月２４日（日）１０：００～１８：００
よさみ学童クラブ（我孫子４-７-１２）
小学生・未就学児の保護者
10名
１０月２３日（土）までに電話にて

cよさみ学童クラブ　a７５０６-６５７３

とき
ところ

定員
対象

申込み

無料アロマディフューザー作りと
睡眠のお話

　お部屋の芳香剤作りと不眠について
10月11日（月） 10：00～11：30
住吉区民センター集会室3（南住吉3-15-56）
10名程度（申込先着順）
2000円（材料費）
10月9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
費用
申込み

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
10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。

すみ博の2週間で遊ぼう！イベント参加者を募集！
①すみよし八景めぐり（我孫子・苅田）、
蔵発見ラリー、まちかどさんぽクイズ、
SDGsアートプロジェクト

10月23日（土）～11月7日（日）
②ジャンボ住吉かるた大会
住吉公園でのびのび大きなかるた取り

10月30日（土）
③住吉っさんの夕べ
住吉大社反橋前で桑名晴子さんライブや
能の幽玄の舞など

10月31日（日）
詳しくはすみ博ホームページをご覧ください。

②・③のイベントは要申込。
10月10日（日）より受付開始。

cすみ博実行委員会
e info@sumihaku.com

とき

とき

とき

申込み

すみよし博覧会２０２１

詳しくは
こちら

楽しい音楽会 無料

　－ご家族揃って心の癒しタイムをお過ごしください－
10月23日（土）13：00～14：00
NPO法人クラシステージおひさま
（万代６-１５-６）

cNPO法人クラシステージおひさま
a６６７３-２０７７

とき
ところ

『すみよし歴史案内人と行く！
 住吉まち歩き』 ２０２１年秋

　歴史と文化の色濃く残る住吉のまちを歩きます
（各回所要時間90～110分、受付開始は9：30～）
①〈住吉大社歴史案内〉
　“住吉パワー”初辰さんと末社の数々を巡る

10月11日（月）10:00～
住吉大社 反橋前

②熊野街道を行く（住吉編）
10月17日（日）10:00～
南海「我孫子前」駅東口

③住吉大社周辺・北コース
10月24日（日）10:00～
住吉大社東門

④住吉・海の記憶と高灯籠
10月31日（日）10:00～
住吉公園東側入口 交番前

⑤紀州街道から加賀屋緑地へ
11月3日（水・祝）10:00～
南海「住之江」駅 改札口

⑥住吉の古墳と帝塚山の散策
11月7日（日）10:00～
南海「住吉東」駅 西改札前

※当日6：55の天気予報（NHK）で大阪の降雨確率が　
　60%以上の時は中止
各回２１名（申込先着順）※10名以上の団体
で参加される場合は別途連絡必要
各回300円（資料代、保険代）
各開催日の３日前までにホームページ・往復は
がきにて（氏名・連絡先・参加人数・参加希望
コース番号（複数回可）を記入）
住吉区役所

cすみよし歴史案内人の会
（〒558-0046 上住吉1-9-26）

a6690-7723
（月・水・土の１３：００～１６：００
（第２土は除く））

定員

申込み
費用

後援

とき
集合

とき
集合

とき
集合

とき
集合

とき
集合

とき
集合

詳しくは
こちら

秋の花まつり
　10月は秋風にそよぐ花のベス
トシーズン!可憐な「コスモス」、
気品のある「バラ」、豪華な「ダリア」
が長居植物園の秋を彩ります。
　期間最終日14：00～、コスモ
ス畑を開放し、花摘み体験会も開催します。
（※別途300円、整理券が必要です）

10月9日（土）～31日（日）9：30～17：00
（入園は16：30まで）
（※10月31日（日）のみコスモス鑑賞は14：00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

ところ
費用

「介護就職デイ 介護合同就職面接会＆
映画上映会 inあべのハルカス」を
開催します 要申込

　介護施設２１社の合同就職面接会を開催します。
　また、映画「ケアニン～こころに咲く花～」の上映会
も同時実施します。介護の資格をお持ちでない方や未
経験の方も参加をお待ちしております。

介護職・看護職・その他　
１１月１６日（火）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ー１‒４３ あべのハルカス２５階）

申込み等、詳しくはホームページにて
cハローワーク阿倍野 
人材確保対策コーナー
a４３９９-６００７（部門コード４４＃）

とき

ところ

募集職種

無料

詳しくは
こちら

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!

　紙粘土の猫に絵付けをします。
10月24日(日)１４：００～１６：００
住吉図書館多目的室
10組(申込先着順)　　     220円(材料費)
10月12日（火）10：00～23日（土）17：00
までに来館・電話にて

とき
ところ

費用定員
申込み

ねこの人形教室

　蔵書点検などのため、休館いたします。
休館中の資料の返却は、返却ポストをお使
いください。

休館のお知らせ

期間 10月6日（水）～11日（月）


