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令和3年12月 No.307
※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。

　親子で様々な運動あそびを通して「挑戦するこころ」
「達成する強さ」「健康なからだ」を育みます。

１月～３月までの毎週金曜日10:00～11:00
住吉スポーツセンター・屋内プール（多目的室）
（浅香1-8-15）
1歳6カ月～3歳11カ月の子どもと保護者1名
10名（先着順・保護者含め20名様）
1回1100円

申込み・詳細についてはお問合わせください。
c住吉スポーツセンター

a6694-9201　
b6694-9172

親子で楽しむ運動あそび 全10回

とき
ところ

定員
対象

費用

もの忘れ出張相談 ㏌ 区役所 無料

　認知症は早期発見・早期診断が大切です。
　もの忘れが気になる方には簡単なチェックと血圧測
定も行います。

１２月１７日（金）１０：００～１２：００
区役所１階 南側エレベーター前ホール
１２月１６日（木）１７：３０までに電話にて

c住吉るるるオレンジチーム
a6115-8605　b6692-8813

とき
ところ
申込み

あふたぁびぃとクリスマスコンサート
　生演奏を聴いてあの頃にタイムスリップ！

１２月２２日（水）１４：００～１５：３０
住吉区民センター小ホール（南住吉３-１５-５６）
市内在住６０歳以上の方
１００名（多数抽選）
１２月１０日（金）～１７日（金）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

性別違和（性同一性障害）当事者が明かす
就職活動問題と克服 申込不要

　就職の厳しさを実際に味わった経験を基に、人事採
用担当者がどのように感じ判断し決断されたのか。
　その時、どのような辛い経験をし、克服をしたのか。
　見えない問題を紹介します。

12月18日（土）17：30～20：30
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

アロマ抗菌スプレー作り＆認知症のお話
　30種類の中からゆっくり時間をかけて作るオン
リーワンのスプレー作り♪

12月13日（月）10：00～11：30
住吉区民センター集会室3（南住吉3-15-56）
5名程度（申込先着順）　　　　2000円（材料費）
12月11日（土）までに電話・メールにて

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

プレゼント付き(^▽^)/
とき
ところ
定員 費用
申込み

c政策推進課 ３階35番窓口
a6694-9842　b6692-5535

掲載依頼は1月5日（水）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

3月号

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!

　昔話や童話など、語り手が語るおはなしを聞い
て楽しむ会です。

12月26日（日）15：00～15：30
住吉図書館多目的室
20名（当日先着順）

とき

定員
ところ

冬休みおはなし会 申込不要無料

年末は12月28日（火）まで。年始は1月
5日（水）から開館します。返却ポストはご
利用いただけませんので、ご了承ください。

年末年始休館のお知らせ
期間 12月29日（水）～1月4日（火）

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
12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。

　様々な活用事例をご紹介します‼
　お気軽にご参加ください。

12月18日（土）13：30～
●健康体操（13：30～13：45）
●セミナー（13：45～14：30）
●個別相談（希望者のみ）（14：30～15：00）
区役所４階 大会議室
空き家に関心のある人、区内に空き家・空き土
地・マンションの空き室等をお持ちの人
20名（先着順）
12月17日（金）までに、窓口・電話にて
住吉区老人福祉センター、株式会社フル・プラス

c政策推進課 ３階35番窓口
a6694-9957　b6692-5535

とき

ところ

定員
申込み

対象

共催

空き家活用セミナー

目ざせ!イケオジ♡心も体も磨くヨガ
　体が超硬い、運動が苦手、でも若返りたい方、大歓迎!
難しい動きはありません。お話や呼吸で心をほぐして、体
をゆったり伸ばして、心も体もイケオジになりましょう♪

12月19日・26日、1月16日・23日・30日、
2月6日・20日・27日、3月6日・13日の
全10回(すべて日曜日) 10：00～11：30
住吉区民センター２階和室（南住吉3-15-56）
45歳以上の男性　　　　５名（申込先着順）
１回1,000円
12月15日（水）までにメールにて。定員に達して
いない場合は、期間の途中からの参加も可能。

c担当：内藤　eheso10yoga@gmail.com

とき

対象
費用

定員

申込み

ところ

すみよし子ども映画会

1月30日（日）
10：30～
14：00～

1時間30分（開場30分前）
住吉区民センター大ホール（南住吉3-15-56）
住吉区の子ども・保護者、子ども食堂に興味のある方
各回400名（応募多数の場合は抽選）
1月15日（土）までに、窓口・電話・FAXにて

c住吉区社会福祉協議会（浅香1-8-47）
a6607-8181　b6692-8813

　住吉区地域・子ども食堂連絡会
のメンバーが、住吉区の子どもたち
のために映画『パディントン』を上
映します!（吹替え版・字幕あり）
とき

ところ

定員
対象

申込み

上演時間

無料

午前の部
午後の部

　骨粗しょう症予防には、カルシ
ウムやたんぱく質を適量とること
が大切です。
　将来に向けた「骨粗しょう症
予防の食生活」を今からコツコツ始めてみませんか？

１月１９日（水）１０：００～１３：００
区役所２階 栄養講習室
６5０円（材料費）※当日要持参
区内在住　　　　１０名（先着順）
マスク・エプロン・三角巾（バンダナ可）
12月13日（月）９：００～１月7日（金）１７：００
窓口・電話にて
住吉区食生活改善推進員協議会

c保健福祉課 1階19番窓口
a6694-９８８２　b６６９４-６１２５

とき
ところ

定員
持ち物
申込み

対象
費用

共催

骨粗しょう症予防のための食生活講座
「生涯骨太クッキング」

楽しい宇宙と望遠鏡講座
「流れ星、小惑星、隕石を学ぼう」
　夜空に見える流れ星。
　小惑星、ときどき落下してくる隕石について学びます。

12月19日（日）14：00～16：00
苅田土地改良記念会館（苅田9-5-27）
小学校5年生（ジュニア）～大人まで
15名（多数抽選）
12月18日（土）13：00までに
ホームページにて

c関西で星を学ぶ会
a090-8121-6929　
b6609-7580

とき

対象
定員
申込み

ところ

無料

詳しくは
こちら

　借金問題でお悩みの方は、この機
会にぜひご相談ください。

12月11日（土）・12日（日）
10：00～16：00
近畿財務局（中央区大手前4-1-76）
弁護士による面談　　　　各日16名
12月10日（金）17：00までに電話にて

c近畿財務局 相談窓口　a6949-6523

とき

ところ
相談方法
申込み

定員

借金問題解決のための
土・日無料相談会 要申込無料

　今年は卒業中学校別に２回に分けて開催します。
第１回
第2回

我孫子・大和川・東我孫子・我孫子南中学校
三稜・住吉・墨江丘・大領中学校
1月9日（日）
13:00～13:30（受付12:30～）
15:00～15:30（受付14:30～）
住吉区民センター

平成13年4月2日～平成14年4月1日に生まれた方
※新成人以外の方は原則ご入場いただけません。
住吉区ホームページ内の専用ページからの申し
込みが必要です。（12月上旬頃掲載予定）
住吉区青少年指導員連絡協議会・住吉区役所

第１回
第2回

とき

ところ

申込み

対象

主催

詳しくは
こちら

令和4年 住吉区成人の日記念のつどい（成人式）要申込

c大阪市コミュニティ協会住吉区支部協議会　a090-6601-5390　b6694-6115

区内市立中学校以外を
卒業した方はどちらでも
参加可能です。

　延期となっていたＵＳＪ開業20周年記念 新成人祝賀連携事業を、令和4年
1月15日（土）に実施します。対象者へは、12月中旬に案内状を送付します。

c教育文化課 ３階34番窓口
a6694-9989　
b6692-5535

「令和3年 住吉区成人の日記念のつどい」の対象だった皆さんへ


