第17回 区民スリーアイズ大会

お知らせ

要申込

生野区生まれのニュースポーツ、スリーアイズの第
17回目の区民大会を開催。世代間交流をはかります。
友達同士や家族でチームを編成してお申込みください。
と き 2月10日
（日）開会9:30（受付9:00）

ところ 生野スポーツセンター

〜さとおやって、なあに？〜
里親パネル展＆相談会
里親とは、家庭で暮らすことのできないこどもを一時
的または継続的に自分の家に迎え入れ、愛情と誠意
を持って育ててくださる方です。
里親制度を広く知っていただくた
め、里親パネル展を開催いたしま
す。みなさんお気軽にお越しくだ
さい。相談会では個別に制度や登
録方法などをご説明いたします。

里親パネル展
と き 1月22日
（火）
〜25日
（金）10:00〜17:00

アンケートにご協力していただいた方に記念
品をプレゼント！

里親相談会

（必ずフロアーシューズをご持参ください）
対 象 区内在住・在勤の方
募 集 80チーム
（先着順）※1チーム
（3〜5人）
費 用 1チーム500円 ※当日払い
申込み チーム名、
代表者の氏名・住所・電話番号、選手全
員の氏名・年齢を記入のうえ、以下の窓口でお申
込みください（FAXの場合は、必ず生野区役所地
域まちづくり課へ電話にて送信確認してください）
・生野区役所 地域まちづくり課 4階44番
☎6715-9010 FAX6717-1163
・生野区民センター ☎6716-3020
・老人福祉センター ☎6712-2228
申込期間 1月4日
（金）
〜25日
（金）
※但し定員になり次第締切ります。
問合せ
地域まちづくり課 4階44番
☎6715-9010 FAX6717-1163

・オープニングセレモニー 13:30〜14:00
こどもたちによる歌、絵本の読み聞かせ
・相談会 14:00〜16:00
こども相談センターによる個別相談会
ところ 区役所1階
「いくみんの庭」
問合せ
保健福祉課 2階21番
☎6715-9024 FAX6715-9967
無 料
※入場券が必要です。

と き 3月10日
（日）13:30開演（13:00開場）

ところ プール学院中学校・高等学校
「清心館」
（勝山北１−１９−３１） 定 員 400人
入場券の申込み

「往復はがき」
に住所・氏名・年齢・電話番号・希望枚
数（はがき１枚につき入場券2枚まで）をご記入のう
え、問合せまで。申込多数は抽選。当選者には返信は
がきに入場券（当日、
ご持参ください）
を、落選者には
その旨を印字し、
２月中旬に返信します。
締切り 1月31日
（木）
出 演 生野中学校、
新生野中学校、巽中学校、
新巽中学校、勝山中学校、東生野中学校、
大池中学校、
プール学院中学校・高等学校、
生野少年少女合唱団withキッズ東大阪、
ハレルヤを歌おう！会
・当日は必ず入場券（返信はがき）
をご持参ください。
・会場は土足厳禁のため、上履きをご持参ください。
・会場内及び校内は禁煙です。
・会場内は飲食禁止です。
・自転車でご来場の方は勝山小学校校庭に駐輪場を
設けております。※駐車場はありません。
問合せ 大阪市コミュニティ協会生野区支部協議会
（区民センター内）〒544-0033 勝山北3-13-30
☎6716-3020 FAX6716-1797

2月24日
（日）開催の大会に協賛していただける企業
を募集します。
募集期間 1月4日
（金）
〜31日
（木）

対 象 区内に拠点のある事業者または団体

※内容等詳しくは問合せまで
問合せ

地域まちづくり課 4階44番
☎6715-9012 FAX6717-1163
HP http://www.ikupato.com/

絵本サポーターを
募集します！

生野区では、
こどもたちが「絵本」の
楽しさを体験し、絵本に親しむきっか
けを作ろうとさまざまな取り組みを
進めています。絵本サポーターの活動は、乳幼児健
診時や、絵本イベントなどでの読み聞かせです。下記
の講座・読み聞かせ体験に参加できる方が対象です。

講座

と き 2月5日
（火）14:00〜15:30

と き 1月25日
（金）

第６回いくのく
スプリングコンサート

第７回 生野区長杯
防犯標語「おこのみやき」
ガチ☆メン大会 協賛企業募集！

ところ 区役所1階 101会議室

読み聞かせ体験

と き 2月６日
（水）
・2月7日（木）13:00〜 どちらか１日

ところ 区役所2階
（乳幼児健診会場） 定 員 20名程度
申込み 1月31日
（木）までに問合せへ

空き家カフェ 拡大版 無 料 要予約
〜空き家のカギは出会いと思い〜
空き家利活用を推進している民間団体『生野区空き
家活用プロジェクト』
との共催イベント。
『空き家カフェ』を通じて実現した空き家利活用事例
について、その空き家オーナーの声、住み手の声、そ
してその実現をサポートした様々な方の声をトーク
セッションしながら紹介します。
「空き家を持っているけど、
どうしたらいいのかわから
ない」、
「 空き家を利活用したいけど、物件をどうやっ
て探せばいいのかわからない」
といった思いをお持
ちの方、
この機会に生の声を聞いてみませんか？
と き 1月19日
（土）15:00〜17:00
ところ 木村工務店
（小路東2-20-25）
定 員 50名
（申込順）
申込み 1月7日
（月）〜17日
（木）
までに
「氏名、住所、電
話番号」
を電話、
メールまた直接、問合せまで。
※詳しくは、ホームページをご覧ください。
問合せ
地域まちづくり課 4階44番
☎6715-9059 FAX6717-1163
メール ikunoevent@city.osaka.lg.jp
生野区持続可能なまちづくり活動支援事業 認定事業

体験活動DO/CO（どこ） 無 料
こえとことばで自由に表現！ 要申込

と き 1月19日
（土）14:00〜16:00

問合せ

保健福祉課 2階21番
☎6715-9024 FAX6715-9967

POPなきのこ展

見るだけでなく
「きのこ」を学ぶ・食べる・嗅ぐ・買う・
遊ぶが、体感できるイベント。光るきのこの ヤコウ
タケ の展示や、本物のコケを使って、自分だけのオ
リジナル きのこリウム を作る体験教室も開催。き
のこ研究者、きのこライター、きのこ愛好家など、き
のこ会で活躍する
「きのこ女子」による 日本きのこ
女子サミット もあります！
と き 1月12日
（土）
〜27日
（日）

10：00〜17：00(入館は16：30まで)
※毎週月曜日休館（休日の場合は翌平日）
ところ 咲くやこの花館 1Fフラワーホール
（鶴見区緑地公園2-163）
費 用 大人：500円
（ワークショップ一部有料）

※中学生以下、障がい者手帳等をお持ちの方
（介護者1名を含む）、大阪市内在住の65歳以
上の方は無料【要証明（生徒手帳、健康手帳、
敬老優待乗車証等の原本）】
問合せ 咲くやこの花館 ☎6912-0055 FAX6913-8711

ところ NPO法人クロスベイス事務所

（桃谷4-5-15 班家食工房2階）

内 容 声と言葉をつかって自由な表現をみつけます。
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詩をつくり、読み合い・聞き合うワークショップです。
講師：小泉朝未さん（大阪大学大学院 臨床哲学研究室）
対 象 小学４年生〜中学３年生 定 員 15人
申込み 1月14日
（月）までに問合せまで電話・FAX・メールで
問合せ NPO法人クロスベイス ☎/FAX6741-1123
メール crossbase.info@gmail.com

個人市・府民税（普通徴収分）
第４期分の納期限は、
１月31日（木）です。
問合せ なんば市税事務所
（個人市民税担当）

☎4397‐2953

FAX4397‐2905

きのこリウムのイメージ例

大阪市サービスカウンター
（SC）
では、
土・日・祝日も戸籍、
住民票等の証明書をお取りいただけます。
取扱い時間はお問合せください。
（1月3日まで休止）
●天王寺SC（あべちかB1 ☎6773-0874） ●梅田SC（ディアモール大阪B1 ☎6345−0874） ●難波SC（地下鉄なんば駅構内B1 ☎6211-0874）

