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広報

2020年（令和2年）3月号 No.287

移動図書館まちかど号 巡回日

区内施 設からのお知らせ

施設 だより
鶴見区横堤5-5-51

☎6912-3351 FAX 6912-6130

クラブ・サークル新規募集！
4月から新年度が始まります。春から習い事を始め
てみませんか？随時見学もできます。
主なクラブ・サークル
カラオケ・俳句・茶華道・オーブンホビークラフト・詩吟・
新舞踊・書道・筆ペン・初心者筆ペン・着付け・民謡・
民踊・ボールペン字・絵てがみ・オカリナ・川柳・
ボランティア・3B体操・パークゴルフ・バンパー・卓球・
囲碁・将棋・パソコン・英会話
対象 市内在住の60歳以上の方
※詳しくは当館ホームページをご覧いただくか、
お電話または窓口でお問い合わせください。

鶴見区民センター

申込
不要

鶴見区横堤5-3-15

○市営焼野住宅（焼野1-1）
3月17日
（火）
14時10分〜14時50分
Mobile library

老人福祉センター

問合

鶴見区民センターまつり 2020
子ども向け映画「シング」上映会や、おまつり屋台
で遊べる楽しいお祭りを開催します♪上映後、区民
センターを利用されている方々のダンスやウクレレ
ステージや作品の発表もあります。
日時 3月22日
（日） 11時〜16時30分
（予定）
場所 鶴見区民センター全館

○鶴見区子ども・子育てプラザ（今津中1-1）
3月18日
（水）
10時20分〜11時20分
○茨田東15町会地蔵公園（茨田大宮3-21）
3月18日
（水）
13時5分〜13時50分
○緑児童遊園（緑3-3）
3月18日
（水）
14時25分〜15時10分
問合 中央図書館自動車文庫
☎6539-3305 FAX 6539-3336

鶴見図書館
おすすめ の 一冊

辻 直美/著 扶桑社
<図書館書誌ID：0014784395>

阪神・淡路大震災での被災経験をもち、国際

災害レスキューナースとして活躍している著者

が、家庭で手軽に取り組める、災害への備えを
提案します。家にあるものや100円ショップ等

で手に入るものなど、身近な生活雑貨を活用し

た防災のテクニックが多数紹介されています。

※詳しくは当館ホームページをご覧いただくか、
お電話または窓口でお問い合わせください。

鶴見区子ども・子育てプラザ
鶴見区今津中1-1-14
☎ FAX 6967-1033

（協力／鶴見区食生活改善推進員協議会 茨田北校区）

材料（4人分）
ほうれん草…1束
人参…1/3本
くるみ…50g
みりん…大さじ1
A しょうゆ…大さじ1
だし汁…大さじ1
塩、砂糖…ひとつまみ
クコの実
（白湯で戻す）
…少々

（鶴谷 真紀）

費用 無料
（一部有料）

おすすめレシピ

ほうれん草と人参の
くるみ和え

『レスキューナースが教える
プチプラ防災』

☎6912-3971 FAX 6912-3900

よう！いつもの献立にプラス
食べ
1皿
を
菜
ヘルスメイトの
野

つくり方
①ほうれん草はゆでて、一口大に切る。
②人参は、3cm幅の千切りにし、ゆでておく。
③くるみは軽くローストして、すり鉢で粗くつぶし、ペースト
状にする。
④③にAを加え、①と②を和える。
⑤塩、砂糖で味を調え、器に盛りクコの実をトッピングする。
1人分エネルギー…111kcal

問合 保健福祉課
（健康づくり）1階 ⑪ 番
☎ 6915-9882 FAX 6913-6235

「子育てサロン」3月の開催日
時間 各日10時〜12時
●緑福祉会館／3月19日
（木）
●鶴見北公民館／3月9日
（月）
●鶴見公民館／3月17日
（火）
●榎本福祉会館／3月10日
（火）
・24日
（火）
●今津会館／3月3日
（火）
・10日
（火）
・17日
（火）
・24日
（火）
●茨田南福祉会館／3月19日
（木）
●茨田福祉会館／3月18日
（水）
●茨田東福祉会館／3月11日
（水）
●茨田北福祉会館／3月16日
（月）
●焼野福祉会館／3月9日
（月）
●茨田西社会福祉会館／3月12日
（木）
●横堤福祉会館／3月10日
（火）

問合 保健福祉課
（子育て支援室）１階 ⑫ 番

☎6915-9107

こ ど もの
の 居 場 所 を利用してみませんか？

無料

お楽しみゲーム大会
チームに分かれていろいろなゲームをします。
最後はビンゴゲームもありますよ。
日時 3月28日
（土） 15時〜16時30分
対象 市内在住の小学生
（プラザ登録が必要です）
申込方法 前日までに来館・電話

「こどもの居場所」
とは、
こどもが安心して参加でき、他者と交流したり自由に過ごしたりすることができる場
所のことで、食事を提供する
「こども食堂」
、一緒に勉強する
「学習の場」
、自由に過ごして良い
「居場所」
など、
さまざまな形があります。現在、鶴見区では、8か所開設されています
（令和2年1月現在）
。
参加料金など詳しくは、
それぞれの連絡先まで直接お問い合わせください。

食 こども食堂
「うつぎ」
鶴見区今津南1-1-21
クラシックビレッジ1階
☎6968-5811
開催 第1・3土曜日
12時30分〜16時

食 学 居 つるみの
おかんの井戸端食堂

鶴見区横堤5-3-15
要予約
鶴見区民センター
☎090-5677-0593
開催 第2・4水曜日
17時30分〜20時

居 こども班会
「コペルくん」

鶴見区鶴見3-6-22
コープおおさか病院
☎070-5560-0129
開催 最終の土曜日
14時〜15時30分

鶴見区放出東3-30-25
放出会館
☎6965-2123
LINE@ @eel4285w
開催 第2・4木曜日
18時20分
〜食事開始

食 みんなの食堂
「わらべ」

食

鶴見図書館
鶴見区横堤5-3-15 ☎6913-0772 FAX 6913-3975
HP https://www.oml.city.osaka.lg.jp/
開館 ・火曜日〜金曜日 10時〜19時
時間 ・土曜日・日曜日・祝休日 10時〜17時
休館日 月曜日、第3木曜日
（3月19日）

わらべうたのじかん

無料

申込
不要

みんなで絵本を楽しんだり、わらべうたを歌ったり、
歌に合わせて体を動かしたりします。

食 らんまん子ども
食堂
要予約

鶴見区鶴見5-2-10
特別養護老人ホーム
らんまん鶴見
☎6933-8830
開催 第3木曜日
17時〜20時

居

Warabe

鶴見区鶴見4-15-20
鶴見わらべ学童保育所
☎6913-3725
開催 不定期

食 えのはなれすと
×らん
要予約

鶴見区鶴見4-15-20
鶴見わらべ学童保育所
☎6913-3725
開催 不定期
11時30分〜13時30分

わらく 子供食堂
予約

鶴見区浜3-4-43 要
デイサービス笑楽 鶴見緑地
☎6915-7787
開催 毎土曜日
16時30分〜18時30分

日時 3月11日
（水）11時〜12時
場所 多目的室

定員 20組
（先着順）

講師 岩出 景子氏
対象 0〜2歳のお子さんと保護者

食 こども食堂

学 学習の場

居 居場所

「こども食堂」
では、お手伝いいただける方や食材の提供支援、運営費への寄付などを募集しています。区民の皆さん
の
「ちょっとならできるかも？」
の気持ちが大きな力になります。詳しくは、鶴見区役所ホームページをご覧ください。

問合 保健福祉課
（子育て支援室）1階⑫番 ☎6915-9107

