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住吉区YouTube
区公式チャンネル

住吉区Facebook
歴史・文化情報

令和4年9月 No.316
※ab特に記載のないものは
　市外局番「06」です。

ところ

g西南環境事業センター
（〒559-0023 住之江区泉1-1-111）　

a6685-1271 b6685-1282

大人の仲間入りをした喜びやこれからの抱負など
を、令和5年住吉区成人の日記念のつどいで発表し
ていただける人を募集します。事前に区長との懇談会
も予定しております。

令和5年1月8日（日）午後（予定）
錦秀会住吉区民センター （南住吉3-15-56）
２名程度（平成14年4月2日～平成15年4月1日
までに生まれた人）
9月26日（月）までにメール（氏名・住所・電話番号・
メールアドレスを記入）にて

家庭で不用となった品物の有効活用を目的とした
ガレージセールへの出店者を募集します。
※※営利を目的としないアマチュアの方で区内在住の方に限ります。営利を目的としないアマチュアの方で区内在住の方に限ります。
※出店品は家庭で不用となった品物に限ります。（ただし出品でき出店品は家庭で不用となった品物に限ります。（ただし出品でき
　ないものもあります。）　ないものもあります。）

11月3日（木・祝）11：30～14：30（雨天中止）
大阪城公園 太陽の広場（中央区大阪城3）
各区20店（多数抽選）
9月16日（金）までに往復はがきに、住所・氏
名（ふりがな）・生年月日・電話番号・出品する
ものを明記し、西南環境事業センターへ送付。

と  き

募集数
申込み

ところ
と  き

定  員

申込み

g大阪市コミュニティ協会住吉区支部協議会
a090-6601-5390 b6694-6115
esumiyoshi_c@osakacommunity.jp

令和５年 成人の日記念のつどい
「はたちのことば」

募集中

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（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 
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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移動図書館まちかど号移動図書館まちかど号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。

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!住吉図書館へ行こう!

住吉図書館で活動しているボランティア「住吉絵
本の会」の皆さんが楽しいおはなし(絵本)をします。

9月7日、14日、21日、28日
16：00～16：30（全て水曜日）
住吉図書館多目的室
20人（当日先着順）

4時のおはなし会 無料

と  き

ところ
定  員

イベント・講座

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。

自転車で来られた人を対象に自転車の前かご
に、ひったくり防止カバーを装着します。

9月12日（月）11：00～11：30（雨天中止）
万代苅田店（苅田3-2-7）
１００名（先着順）　　　  住吉警察署

ところ
定  員 共  催

と  き

無料

g地域課 ３階36番窓口
a6694-９83９ b6692-5535

9月の防犯キャンペーン

※中止の場合は住吉区ホームページ・Twitterにてお知らせします。中止の場合は住吉区ホームページ・Twitterにてお知らせします。

住吉区民のみなさんへ お知らせ情報 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。

　「家族に見守られながら天国へ…」のはずが、相続
について争う子どもに天国から贈った手紙とは…

10月15日（土）14：00～16：00
住吉総合福祉センター（帝塚山東5-8-3）
天神亭きよ美（社会人落語家）
50名（申込先着順）
10月7日（金）までに窓口、電話、FAXにて

講  師
定  員
申込み

ところ
と  き

g社会福祉法人帝塚山福祉会 玲風苑
a4701-1121　b4701-1131

老いと向き合う講演会（創作落語）
「天国からの手紙」無料

ごみ減量フェスティバル
「ガレージセール・イン・OSAKA TOWN」

募 集

無料

無料熊野街道に竹灯籠を灯す
遠里小野地域は我が国の菜種油の発祥の地です。
菜種油でキャンドルを作り竹灯籠として熊野街道を灯
します。

10月8日（土）18：00～19：30
※雨天の場合は翌9日（日）
熊野街道（遠里小野4丁目～7丁目）及び周辺
約650個
おりおの南公園（本部）（遠里小野7-5）
約50個（遠里小野の油の歴史のパネル展示あり）
最寄駅 南海高野線「我孫子前駅」 西へ徒歩2分

ところ

と  き

g熊野街道に竹灯篭を灯す実行委員会（担当：吉田）
a6692-9680
es-yosi@sweet.ocn.ne.jp

　ライフステージが大きく変化するAYA世代（思春期～
30歳代）の時期に、がん治療を受けるあなたやあなたの
家族に必要な役立つ情報をわかりやすくお伝えします。

１０月１日（土）14：00～15：30
WEB EX events（ビデオ会議アプリ）での配信
700名（先着順）
９月１日（木）～30日（金）までに申込みフォームにて

ところ
と  き

g地方独立行政法人大阪府立病院機構
大阪急性期・総合医療センター
a6692-1201
　（平日11：00～15：00）
b6606-7000

定  員
申込み

思春期・若年成人（AYA）世代の
がん患者を支える　無料

NAGAI de 
南国気分♪
　長居植物園がトロピカル
な雰囲気に！？ ハイビスカス
やブーゲンビレアなどの熱帯
花木が園内に並びます！ 
ちょっぴり南の島に来たよう
な気分に浸れる2週間です。

9月3日（土）～19日（月・祝）9：30～17：00
（入園は16：30まで）※9月5日（月）・12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）費  用

ところ

と  き

g長居植物園
a6696-7117 b6696-7405

ホームページは
こちら

各種エクササイズやテニスなどの
球技の教室を開催。キッズスクールでは、水泳・体育・
ダンス・球技など小さなお子様を対象にした親子一緒
に参加いただける教室をご用意しています。
※詳しい日程や定員、費用等についてはお問合わせください。詳しい日程や定員、費用等についてはお問合わせください。

10月から12月までの3ヵ月間
住吉スポーツセンター・屋内プール（浅香1-8-15）
窓口にて（各教室定員に達し次第終了）

と  き

g住吉スポーツセンター・屋内プール
a6694-9201
b6694-9172

ところ
申込み

キッズ・おとなの
スポーツ教室

10月～12月
錦秀会住吉区民センター（南住吉3-15-56）
15名程度（申込先着順）
ヨガ、バレエ、ダンス 11,000～12,000円
太極拳、英会話 6,000円
窓口・FAX・ホームページにて
（定員に達し次第終了）

g錦秀会住吉区民センター
a6694-6100
b6694-6115

　太極拳、ヨガ、バレエ、ダンス、英会話などの初心者
を対象とした講習会が10月から始まります。9月中も
見学・体験を受け付けています。
と  き
ところ
定   員
費   用

申込み 詳しくは
こちら

新しいクールの講習会が
始まります！

　市税の納付について、スマートフォンなどからイン
ターネットを利用し、口座振替の申込みやキャッシュレス
決済を行うことができます。

大阪市  市税  納付 検索

ネットで便利！ 大阪市税

g住吉消防署
a6695-0119 b6695-4001

g財政局税務部収税課収納管理グループ
a6208-7783 b6202-6953

９月９日の「救急の日」を含む９月4日（日）から
９月10日（土）までの１週間は「救急医療週間」で
す。救急医療及び救急業務に対する正しい理解と知
識を深める期間として定められています。
この機会に、救命講習を受け、
応急手当の方法を学びましょう。

住吉消防署からのお知らせ
９月９日は救急の日

9月12日、10月17日、11月21日、12月19日、
令和5年1月16日、2月20日
10：00~11：30（全て月曜日）
大阪友の家（山之内4-6-19）
乳幼児の親子　　　　20組
1回200円(材料費他)
当日までに電話・メール・
ホームページにて

費  用
申込み

対  象 定  員

と  き

ところ

g大阪友の会
a6693-0191（月・火 10：00～14：00）
eotomokai@pearl.ocn.ne.jp

ホーム
ページは
こちら

リトミックと簡単な工作を
して、親子で楽しみましょう。
お母さんも子育てトークで
リフレッシュ‼

みんなで子育て！
ちびっこ広場 

申込みは
こちら

ボウリング大会
１１月２９日（火）13：00～16：00
マグスミノエ（ボウリング場）
（住之江区泉１-１-８２）
市内在住の６０歳以上の人
８０名（多数抽選）
８００円（シューズが無い人は別途350円必要）
９月１５日（木）～１０月１２日（水）までに
窓口、電話にて

定  員
費  用
申込み

対  象

と  き
ところ

g住吉区老人福祉センター　
a６６９４-１４１６ b６６０６-３４１２


