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令和3年5月 No.300
※ab特に記載のないものは
　市外局番「06」です。

住吉区民のみなさまへ お知らせ情報

イベント・講座

たのしく作ろう!チヂミ焼き体験
　家庭でも楽しく作れる!美味しいチヂミ焼き!

５月15日（土）13:00～15:00
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（材料費）
エプロン、マスク、バンダナ
5月10日（月）までに窓口・電話にて 

cNPO法人クラシステージおひさま
a６６７３-２０７７

とき
ところ
定員
費用
持ち物
申込み

ノルディック・ウォーク体験教室 無料

　ノルディックポールを使って万代池周辺を歩く体験
会を開催します。ポールを使って歩く事で、効率の良い
有酸素運動を行うことができます。

5月26日(水)10:00～11:30
※雨天順延（予備日：6月2日(水)）
帝塚山福祉会 ケアハウス帝塚山
（帝塚山東2-1-35）
20名（申込先着順）
タオル、お茶
5月19日（水）までに窓口・電話にて

c住吉区北地域包括支援センター
a6678-1500 b6678-1501

とき

ところ

定員
持ち物
申込み

教養講座
川柳de遊ぼう会（全１０回）無料

　川柳は自分発の文芸、川柳deあそぼう!
令和３年６月～令和４年３月（毎月第３木曜日）
13:00～15:00
住吉区老人福祉センター（遠里小野１-１-３１）
市内在住６０歳以上の人
１０名（未受講者優先・多数抽選）
５月１１日（火）～３１日（月）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
対象

申込み

アロマスキンローション作りと
足つぼマッサージとストレッチ

　手作りアロマスキンローションで春の揺らぎ肌対策!
セルフストレッチで健康対策!

5月24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）
5月23日（日）までに電話・メールにて

c担当：福本
a090-8199-9265（20：00まで）
eeclat1208@icloud.com

とき
ところ
定員
費用
申込み

植物の香りでコロン作り
自分の好きな香りのコロン（5ｍℓ）を2個作れます♪

自然の香りでリラクゼーション!
5月30日（日）
①10：30～12：30　②13：30～15：30
住吉区民センター 集会室3（南住吉3-15-56）
各回10名（申込先着順）
3,300円（材料費）
5月22日（土）までに電話・メールにて

c担当：山田
a070-5437-7533（20:00まで）
emachiral903@gmail.com

とき

ところ
定員
費用
申込み

LGBTQ・性別違和（性同一性障害）
の意見交流会
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？
5月15日（土）13：30～16：00
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

天体観察会 
火星、月を見よう

　火星、月を天体望遠鏡で見ます。
5月23日（日）19:00～20:30
浅香中央公園 中央広場（浅香１-６）

c関西で星を学ぶ会
a090-8121-6929　
b6609-7580 

とき
ところ

無料 申込不要

詳しくは
こちら

シェアハウス「コモンフルール」
完成見学会 無料

　大阪市立大学の研究室ら３団体が共同企画した
「空き家再生プロジェクト」。築60年の文化住宅が地
域に開かれたシェアハウスへと生まれ変わりました。こ
れまでにない新たな形のシェアハウスを見学してみま
せんか。

5月29日（土）・30日（日）10:00～16:00
シェアハウス「コモンフルール」（長居４-９-２３）
5月27日（木）までにホームページにて

cコモンフルール運営事務局（担当：松尾）
a090-8217-5039

とき
ところ
申込み

詳しくは
こちら

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。

c中央図書館自動車文庫
a6539-3305
b6539-3336

c政策推進課 ３階35番窓口
a6694-9842 b6692-5535

ホーム
ページは
こちら

掲載依頼は６月７日（月）まで
受け付けています。

詳しくは
こちら

春のローズウィーク
　色鮮やかで豪華な春バラが見頃を迎える季節、一
面に咲く、200品種超のバラをご堪能ください。

5月8日（土）～23日（日）
9：30～17：00（入園は16：30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

※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。

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!

16ミリフィルムで、昔話などの楽しいアニメを
上映します。

5月29日（土）15:00～15:30
10組（申込先着順）
5月28日（金）までに窓口・電話にて

とき
定員
申込み

こども映画会 無料

区内の図書館や保育所、幼稚園、学校などを
訪問して、絵本の読み聞かせなどをするボラン
ティア活動を始めてみませんか？ 

5月18日（火）10:30～12:00
10名（申込先着順）
5月16日（日）までに窓口・電話にて

とき
定員
申込み

図書ボランティア養成講座
「すみよしおはなしパレット」メンバー募集!

無料

移動図書館まちかど号
シニアハウス長居公園玄関前（長居東1-27）
5月7日（金）・6月4日(金)13：00～13：50

●

市営長居住宅１棟西側（長居1-15）
5月7日（金）・6月4日(金)14：10～14：50

●

万代池公園北東入口（万代3-7）
5月10日（月）・6月1日(火)10：10～11：10

●

住吉小学校正門(帝塚山西4-1)
5月28日(金)11：20～11：50

●

市営苅田北住宅集会所前(苅田4-8)
5月22日(土)14:00～14:50

●

東粉浜小学校西門（東粉浜2-3）
5月26日(水)10：05～11：05

●

市営山之内住宅6号棟（山之内4-7）
5月26日(水)12：50～13：20

●

我孫子南広場第2集会所前(杉本1-3)
5月26日(水)13：40～14：20

●

イベント・講座情報 募集中

韓国語市民講座 入門（全4回）無料
　韓国文化を通じて、文字の読み書きと基礎会話を
学習しませんか？

5月27日（木）
6月3日（木）・10日（木）・17日（木）
①18:00～18:50　②19:00～19:50
（各日2回開催）
住吉区民センター 集会室1
（南住吉3-15-56）
各12名（申込先着順）
5月12日（水）までに電話にて

c一般社団法人 国際文化交流協会（担当：前田）
a090-6489-2803

とき

ところ

定員
申込み

こんにちは
안녕하세요.

8月号

　「広報すみよし」は、今回の５月号で創刊から
300回目を迎えることとなりました。
　いつも読んでいただき、ありがとうございます。

【応募方法】はがき・メールにて。
『①クイズの答え、②住所、③氏名、④年齢、⑤電話番号、
⑥広報すみよしの感想』をご記入のうえ、ご応募ください。

【応募先】〒558-8501 大阪市住吉区南住吉3-15-55
　　　　 住吉区役所政策推進課広報担当
　　　　 etu0010@city.osaka.lg.jp　
【応募締切】5月14日（金）（当日消印有効）
※当選者の発表は、エコバッグの発送をもって代えさせていただきます。

「広報すみよし」創刊第300号を記念して

c政策推進課 ３階35番窓口　a6694-9842 b6692-5535

　今後とも、区民の皆様に手にとり
読みたいと思ってもらえる広報紙、
伝わる広報をめざし、より充実した
紙面づくりに努めてまいります。

▲平成8（1996）年7月号
当時は1色印刷の４ページ建て、
毎月15日に発行していました。

「広報すみよし」創刊号
懐かしの

第300号を記念して
住吉区にまつわるクイズを出題

５月に見ごろを迎える、
住吉区の花といえば？クイズ

「すみちゃん」の
モチーフにも
なっているよ!

ヒント

エコバッグを30名に抽選でプレゼント


