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※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

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。

　挑戦するこころ  達成する強さ  健康なからだ  
を様々な運動あそびを通して育みます。

９月24日（金）10：00～11：30
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ヵ月～3歳11ヵ月の子どもと保護者1名
10名（申込先着順・保護者含め20名様）
500円
9月10日（金）～23日（木・祝）
までに窓口にて

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イベント

とき
ところ

定員
対象

費用
申込み

高齢消費者講座
　悪質被害にあわないために弁護士の先生がわかり
やすく解説します。

９月１６日（木）１０：００～１１：３０
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）
９月１３日（月）までに来館・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

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。

９月１７日（金）１０：００～１２：００
住吉区役所 １階南側エレベーター前ホール
９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

とき
ところ
申込み

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？

9月11日（土）18：00～21：00
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
申込み

無料

ボランティア・市民活動セミナー
ｰあなたにもできる自殺予防のための行動をｰ

　かけがえのないいのちを守るため、何に気づきどの
ような関わりができるか一緒に考えてみませんか。
　大阪自殺防止センターの北條氏をお迎えしてセミ
ナーを行います。

９月２２日（水）１４：００～１６：００
住吉区民センター 集会室4（南住吉3-15-56）
２０名（多数抽選）
９月１５日（水）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
申込み

無料

アロマ DE リラックスTIME
　アロマでセルフマッサージ＆背骨のお話♪

9月13日（月）10：00～11：30
住吉区民センター和室（南住吉3-15-56）
15名程度（申込先着順）
1000円
9月10日（金）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

天体観察会
「土星、木星、金星、月を見よう」
　多くの惑星、月も天体望遠鏡で見ます。

９月18日（土）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

マザーズＷＥＥＫ2021秋
開催します! 要申込

　仕事と家庭を両立したい方の就職を応援するため
に集中的なイベントを開催します。

①１０月１８日（月）ビジネスメイクセミナー　
②１０月２０日（水）両立支援セミナー　
③１０月２５日（月）面接対策セミナー　
④１０月２７日（水）子育て世代のお金の話　
①～③13:30～14:30 ④14：00～15：15
☆就職面接会も開催予定！
※詳しい内容はホームページをご覧ください。
あべのルシアスビル10階（オフィス棟）
（阿倍野区阿倍野筋１-５-１）

cハローワーク阿倍野（ルシアス庁舎）
マザーズコーナー
（あべのルシアスビル8階（オフィス棟））

a６６３１-１６７５

とき

ところ

無料

詳しくは
こちら

c政策推進課 ３階35番窓口
a6694-9842　b6692-5535

掲載依頼は10月5日（火）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

12月号
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
9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。

　講話と調理実習を通して健康で元気
に過ごすための食生活について学んで
みませんか？

１０月２０日（水）１０：００～１３：００
住吉区役所２階 栄養講習室
６００円（材料費）※当日要持参
区内在住の男性
１０名（先着順）
エプロン・三角巾（バンダナ可）
９月１３日（月）９：００～１０月８日（金）１７：００
電話・窓口にて
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

男性のための食生活講座

NAGAI de 南国気分♪申込不要

　長居植物園が南の島に！？
　ハイビスカスなど、鮮やかな花色が魅力的な熱帯
花木が、大集結の2週間!
　残暑が厳しい9月、トロピカルな雰囲気を、ぜひお楽
しみください!

9月4日（土）～20日（月・祝）
9：30～17：00（入園は16：30まで）
※9月６日（月）・13日（月）は休園
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

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!

　どんぐり、木の枝など自然の材料を使って自
由に工作しましょう。

9月19日（日）
第1回：14：00～14：50
第2回：15：10～16：00
住吉図書館 多目的室
小学生以上の子ども
各回とも10名（申込先着順）
9月18日（土）までに来館・電話にて

とき

ところ

定員
対象

申込み

どんぐり工作教室 無料

元気の源は
毎日の食事

　コロナ禍ですみ博のスタイルが変わります。イベント
定員が小さくなる代わりに、2週間の間にまちをめぐる
企画をグレードアップ。すみよし八景（苅田、あびこ
編）、蔵発見ラリー、まちかどさんぽなど。
　10月30日（土）にはジャンボかるた大会、31日
（日）には、生根神社でお絵かき、住吉っさんの夕べな
ども開催。

10月23日（土）～11月7日（日）
要確認（申込先着順）
詳しくはホームページにて

cすみ博実行委員会
e info@sumihaku.com

とき
定員
申込み

この秋「すみ博の2週間」で遊ぼう!
無料 事前予約

詳しくは
こちら

第34回 帝塚山音楽祭 申込不要無料

　入場無料の万代池公園の野外ステージ、ラウンドバ
ザーなど音楽やダンスも楽しめます!また周辺会場で
のいろいろな展示や演奏など盛りだくさんです♪

9月25日(土)・26日(日)10：00～17：00
万代池公園内会場及び帝塚山周辺地域
（万代3-7 万代池公園）

c帝塚山音楽祭事務局　
a6678-0022

詳しくは
こちら

とき
ところ

子どもスポーツチャンバラ教室
　巷で流行中のサムライの所作や礼儀作法も習得で
きる屋内スポーツ

初回９月11日（土）14：00～15：00
以後のお稽古日は毎月第２土曜
NPO法人クラシステージおひさま
（万代６-１５-６）
6歳～小学生
10名
月謝1,500円
（用具リース料含む）
9月7日（火）までに電話にて

cNPO法人クラシステージおひさま
a６６７３-２０７７

とき

ところ

定員
対象

申込み

費用

みんなで
やろう！


