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令和4年4月 No.311
※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。

倭太鼓飛龍「一門会」無料
年に1度開催される和太鼓教室の発表会です。プロ
の和太鼓演奏者による演奏も楽しんでいただけます。

4月10日（日）15：00（開場30分前）
住吉区民センター大ホール（南住吉3-15-56）
4月5日（火）～8日（金）までに電話にて
（定員になり次第締切）

c倭太鼓飛龍　
a6691-0009（平日9：00～17：00）

とき
ところ
申込み

募集

　川柳は自分発の文芸、川柳deあそぼう！
４月21日（木）～令和５年３月16日（木）毎月１回 
第３木曜日（全１２回）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歳以上の方
１０名（未受講者優先・多数抽選）
平井 美智子先生
４月１５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

定員
講師
申込み

対象

教養講座『川柳de遊ぼう会』無料

楽しい宇宙と望遠鏡講座
「望遠鏡、肉眼で見る星を学ぼう」
　夜空に肉眼で見える星、天体望遠鏡で見る星を学
習します。

4月23日（土）14：00～16：30
苅田土地改良記念会館（苅田9丁目5-27）
小学校5年生～大人まで
20名（多数抽選）
4月22日（金）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

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

4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。

顔つぼマッサージ＆お レッスンⅢ
顔つぼマッサージでアンチエイジングと、お の使い方。

4月18日（月）10：００～11：30
住吉区民センター集会室3（南住吉3-15-56）
80歳まで
10名程度（申込先着順）
2,000円（材料費）
4月16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
対象

費用
申込み

　点字を学び、視覚障がい者への理解を深め、点字
を広めるボランティア活動をはじめませんか？

5月11日～7月13日の毎週水曜日
13：30～15：30
住吉区民センター集会室2（南住吉3-15-56）
※初回のみアトリエ工作室
興味のある人、ボランティア活動をしていただける人
10名（多数抽選）
※参加いただけない場合のみ連絡します
5月6日（金）までに、電話・FAX・はがきにて氏名、
年齢、住所、電話番号、「点字教室申込」を記入

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

点字教室（全10回）無料

　文字の読み書きと簡単な基礎会話
5月12日、26日、6月2日、9日の毎週木曜日
①13:00～13:50　②14:10～15:00
③18:00～18:50
申込時に①～③のいずれかのコースを選択して、
全４回とも同じ時間のコースに参加してください。
住吉区民センター ①・②集会室4  ③集会室1
（南住吉3-15-56）
各コース13名（申込先着順）
4月13日（水）～25日（月）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

「韓国語市民講座」入門（全4回）無料

　音楽やダンスも楽しめる会場内での手作りバザーの
一般出店者を募集します。

5 月28 日(土)・29 日(日)
万代池公園内会場（万代3-7）
一般の人（業者は不可）
各日30 ブース（申込先着順）
3,500 円（参加費）
４月６日（水）～ホームページにて
（定員になり次第締め切り）

c帝塚山音楽祭事務局
eongakusai@tezukayama.com

詳しくは
こちら

とき
ところ

定員
費用

対象

申込み

帝塚山音楽祭バザー出店者募集！

c政策推進課 ３階35番窓口
a6694-9842 b6692-5535

掲載依頼は5月6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

7月号
広報すみよし

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!

　「住吉絵本の会」の皆さんによる、絵本の読み
聞かせやおはなしなど。

5月1日（日）　　　　 11：00～12：00
  15：00～15：40

多目的室　　    各回10組（申込先着順）
4月10日（日）～30日（土）までに窓口・
電話にて

とき

春のおはなし大会 無料

定員
申込み
ところ

午前の部
午後の部

『すみよし歴史案内人と行く！
住吉まち歩き』 ２０２２年春

　歴史と文化の色濃く残る住吉のまちを歩きます。
（各回90分～120分程度）※各回雨天決行（荒天中止）
①すみよし・隠れた石碑を巡る

４月１０日(日) 10:00～
高野線沢ノ町駅西改札口前

②住吉界隈「道とゆかりの人々」
４月１７日(日)10:00～
住吉公園東入口（交番前）

③磯歯津路・汐掛道をゆく
４月24日(日)10:00～
長居公園・南西入口(Osaka Metro長居駅③番出口付近)

④大和川コンコン大戦争（大和川千両曲がり）
５月１日(日)10:00～
JR浅香駅改札口前 

⑤すみよしの愛を語る（住吉が舞台の歴史物語）
５月８日(日)10:00～
住吉公園東入口（交番前） 

各回２１名（申込先着順）
※10名以上の団体参加は要連絡
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・住所・連絡先・参加人数・参加希望
コース番号（複数可）を記入）

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

とき
集合

とき
集合

とき
集合

とき
集合

とき
集合

ネモフィラフェア
　今春も青く染まります！可憐
で愛らしい姿のネモフィラが、一
面を青く染め、幻想的な景色が
広がります。ネモフィラが織りな
す春の絶景をお楽しみください。

4月9日（土）～5月5日（木）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

ところ
費用

　春の御田はレンゲでいっぱい！
こいのぼりのお絵かき、ジャンボ
なかるたとり。

５月５日（木・祝）
ジャンボ住吉かるた10：00～11：00
ライブペインティング11：30～12：30
住吉大社御田とその周辺
ジャンボ住吉かるた：小学生
ライブペインティング：幼稚園児・小学生
ジャンボ住吉かるた：２０名（申込先着順）
ライブペインティング：３０名（申込先着順）
４月１０日（日）～メールにて
（定員になり次第締め切り）

cすみよし博覧会実行委員会
e info@sumihaku.com

とき

ところ

定員

申込み

対象

レンゲdeすみ博 無料

詳しくは
こちら

すみよし学習クラブ受講生募集中!
遠里小野小学校・我孫子中学校・墨江丘中学校
月１万円
※週２コマ受講可（大阪市塾代助成カード使用可）

c株式会社トライグループ 家庭教師のトライ大阪校
a0120-555-202（9：00～23：00）
※必ず「大阪市のすみよし学習クラブについて」とお伝えください

大阪市塾代助成事業運営事務局
a6452-5273（12：00～20：00）
※日・祝除く

場所
受講料

詳しくはこちら

塾代助成カードについては

すみよし子ども映画会
「パディントン」無料

5月8日（日）
10：30～
14：00～

住吉区民センター大ホール
（南住吉3-15-56）
各回400名（多数抽選）
５月2日（月）までに
窓口・電話・FAXにて
住吉区地域・子ども食堂連絡会

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

午前の部
午後の部

とき

ところ

定員

主催

申込み

新型コロナの
影響により延期と
なっていた上映日が
決定！

健康バレエストレッチ
初めてのバレエを楽しむクラスです。基本のストレッチ

から丁寧に、ゆっくり、美しい姿勢を作っていきましょう。
●4月11・18・25、5月2・9・16・23・30、
6月6・13・20・27全て月曜日。（全12回）
10:00～10:50（期間途中での参加可。）

●4月7・14・21・28、5月12・19・26、
6月2・9・16・23・30全て木曜日。（全12回）
19:00～19:50（期間途中での参加可。）
住吉区民センター 大ホール（南住吉3-15-56）
30名程度（申込先着順）
12,000円（受講料は初回にお支払いください。）
窓口・FAX・問合せフォームにて

c住吉区民センター
a6694-6100　
b6694-6115

とき

ところ
定員
費用
申込み

問合せ
フォームは
こちら


