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児童虐待防止月間／ 2021てんのうじ吹奏楽フェスティバル／第47回天王寺区民まつりオンライン

11月イベントカレンダー
1

月

2

火

3

水

5

金

6

土

8

月

9

火 ●外国人のための相談窓口【7面】

7

●外国人のための相談窓口【7面】
●移動図書館まちかど号巡回日 【7面】

木
●マタニティ教室①
●離乳食講習会

【10月号】
【5面】

声をかける
ご近所で子育てパパ・ママを見かけたら、
「こんにちは」
と声をかけてみましょう。
何か素敵なつながりができるかも‼

日 ●天王寺スポーツフェスタ 【10月号】

10 水

●健康づくり ももてん講座 【10月号】
●多胎児のつどい
【10月号】
●地域ふれあい子育て教室
【10月号】

11 木
●うつ病の家族教室
12 金
●マタニティ教室②
13 土

【4面】
【10月号】

●住まいと暮らしの無料相談会
【6面】

14 日
15 月

●健康づくり ももてん講座
【10月号】

16 火

●介護就職デイ 介護合同就職面接会
＆映画上映会 in あべのハルカス
【10月号】

●外国人のための相談窓口【7面】
●大阪七福神めぐり街歩き
17 水
健康と七つのご利益を授かろう!
【7面】
●マンション防災学習会
18 木 ●第10回オンライン！
上本町SDGs大学
●マタニティ教室③
19 金
●おはなし会

【3面】
【7面】

【10月号】
【5面】

●マンション防災学習会 【3面】
●クレオ大阪中央フェスタ
20 土
～希望のつぼみをふくらまそう～
【7面】
21 日

●天王寺消防署見学ツアー
【10月号】

22 月 ●外国人のための相談窓口【7面】
23 火
24 水

●ナイター法律相談
【3面】
●大阪七福神めぐり街歩き
健康と七つのご利益を授かろう!
【7面】

気にかける

の

３つ

4

つながれば 笑顔になれる こんにちは！ 子育て支援室 です！

「子育てに悩んでいるママやパパは
いないかしら」
と気にかけるだけで、
子育てにやさしい“まち”に大変身‼

11月は児童虐待防止月間です ～重大な児童虐待「ゼロ」に向けて～
I 保健福祉課（子育て支援室） L 6774-9894 ／ 6774-9969   K 6772-4906

２０２１てんのうじ吹奏楽フェスティバル

●認知症サポーター養成講座【6面】
●成年後見制度をもっと知りたい
人のための講演会
【6面】
●ぼちぼちのおはなし会 【7面】

●日曜法律相談
【3面】
●日曜開庁
【3面】
●天王寺区民ハイキング 【6面】
28 日 ●図書館deECO 桜の木でマイ箸
【7面】
をつくってみよう！
●第47回天王寺区民まつり
オンライン
【12面】
29 月

●健康づくり ももてん講座 【10月号】
●助産師によるミニ講座と相談 【5面】

30 火

区内中学校・高等学校による吹奏楽演奏をお楽しみください！ 当日 出演／⃝上宮学園中学校・上宮高等学校 吹奏楽部 ⃝大阪教育大学附属天王寺
中学校・高等学校 吹奏楽部 ⃝大阪星光学院中学校・高等学校 吹奏楽部
の演奏は、1月下旬に天王寺区役所公式YouTubeで動画配信します。
⃝大阪ビジネスフロンティア高等学校 吹奏楽部 ⃝大阪夕陽丘学園高等学
ぜひご覧ください。
校 吹奏楽部 ⃝興國高等学校 ウインドアンサンブル部 ⃝高津高等学校
今年は、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策のため、事前申込
アンサンブル部 ⃝高津高等学校 吹奏楽部 ⃝清水谷高等学校 オーケス
制とします。また、感染状況により無観客または中止となる場合があり
トラ・アンサンブル部 ⃝清風中学校・高等学校 吹奏楽部 ⃝天王寺中
ます。

日時／12月19日㈰ 13:00～17:00（開場12:30）
場所／クレオ大阪中央 大ホール（上汐5-6-25）
申込締切／11月25日㈭（当日消印有効）
定員／230名（申込多数の場合抽選）
申込方法／はがき・ファックス・メールのいずれかに、代表者の氏名、
お申し込みください。
住所、電話番号、参加人数（4名まで）を記載のうえ、
申込先／天王寺区役所市民協働課
「吹奏楽フェスティバル担当」

I窓
 口サービス課（住民情報）
L 6774–9963
天王寺区役所

情報
発信中

I事
 業戦略室（広聴広報）
L 6774–9683

⃝明星中学校・高等学校 吹奏楽部

⃝夕陽丘高等学校
   
（五十音順）

メール：ti0017＠city.osaka.lg.jp

I 市民協働課（教育文化） L 6774-9743

配信日時 11月28日㈰ １４:00から

主 催 天王寺区民まつり実行委員会

今年の区民まつりは、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、
オンラインで開催します! インターネットで「第47回天王寺区民まつりオン
ライン特設サイト」にアクセスして、ぜひご覧ください!!
区民まつり
「ちょっと見」PR動画等配信

謎解き問題を先行配信！その他企画やプレゼント案内

●11月28日㈰ 天王寺区民まつり本番配信
配信後もYouTubeにてご覧いただけます。

●区民まつり動画DVDを貸出します。

ニュースポーツ紹介・天王寺救急隊の
訓練風景・栄養のお話・詐欺被害防止
啓発・ユースリーダーの紹介・各施設活
動案内など

●日頃の活動の成果を披露
和太鼓演奏・吹奏楽演奏・ヨーガ
体験・ちゃんばらパフォーマンス・手
話歌・観光ボランティアクイズ・チア
ダンスなど

天王寺
区民まつり
オンライン
特設サイトは
こちら

ももてんちゃん
エコバッグプレゼント企画!
11月28日㈰の天王寺区民まつり
本番配信にて
「あいことば」
を発表!
抽選で100名様にプレゼント‼

●１1月1日㈪ ～ 特設サイトオープン

●地域団体・官公署活動のPR

マイナンバーカード

学校 吹奏楽部
吹奏楽部

〒543-8501 大阪市天王寺区真法院町20-33

ファックス：６７７４－９６９２

（地域団体・サークル視聴等）

つくってみよう

観 覧者募 集

▲

27 土

電話をかける
「子どものことで心配、困ったことがあるの…」
「あのお家、子育てに悩んでいるみたい」など、
気になることがあれば、まずはご相談を！

●ごみの分別相談とフードドライブ
【6面】
25 木
●だっこでえほん あかちゃんの
ためのおはなしのじかん 【7面】
●うつ病の家族教室
【4面】
●子育て支援講座
26 金 「食について考えよう」 【5面】
●認知症予防講座 脳から元気に！
【7面】

る を大切に
かけ

0歳から18歳までのお子さん
のことで心配なこと・わからない
ことなどがあれば、ひとりで悩ま
ないで、どんなことでもお気軽
にご相談ください。
※プライバシーは固く守ります。

参加者事前募集！

20

Tennouji
kumin
maturi
21

11月２８日㈰に配信する動画を事前に収録します。
ヒーローショー参加、観覧のお子さん、ごみ刀ワーク
ショップの参加者、最恐おばけ屋敷のおばけ役・参加者
（いずれも撮影OKの方）
を募集します。 応募方法など
詳しくはお問い合わせください。

●謎解き問題にチャレンジ！
11月8日㈪から天王寺区役所３階・
区民センター１階事務所にて挑戦状
（クイズ冊子）
を配付。 区民まつり特
設サイトからも印刷できます。

●ごみ刀ワークショップ
※刀の部分がごみばさみになっていて、
ごみ拾いに活用できます。
１１月１３日㈯ 13:00 ～ 14:00
●参加型ヒーローショー
１１月１3日㈯ 15:00 ～ 16:00
●最恐おばけ屋敷
１１月１4日㈰ 15:00 ～ 16:00
（おばけ役は13:00集合）
ごみ刀
ワークショップ

●みなさんの想いのせた
「かざぐるま」
を募集!
11月1日㈪から10日㈬まで、
天王寺区役所1階、ゆうあい、
区民センター１階ロビーにて好
きなイラストやエールを書いて
ください。

参加型ヒーローショー

I（一財）大阪市コミュニティ協会天王寺区支部協議会（区民センター内） L 6771-9981

広報紙掲載のイベント・講座などは、新型コロナウイルス感染症の影響により、変更または中止となる場合があります。
本紙掲載記事・写真・イラストを無断で転載、複写することはご遠慮ください。

