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日時

場所
対象
定員
申込方法

9月4日（土）・18日（土）、10月2日（土）・16日（土） 
各日11時～11時30分
多目的室
乳幼児と保護者
25名（先着順）

電話・来館（前日17時まで）

たんぽぽんの会 無料

　乳幼児向け絵本の読み聞かせやふれあい遊びなど
を行います。

日時
場所
定員
申込方法

9月10日（金） 10時15分～12時
多目的室
20名（先着順）

電話・来館（前日17時まで）

読書会 無料

　事前に読んできた課題図書の感想を述べあいます。
9月の課題図書は、中脇初枝著『きみはいい子』です。

日時

場所
定員
申込方法

9月11日（土）・25日（土）、10月9日（土）・23日
（土）・30日(土） 各日11時～11時30分
多目的室
25名（先着順）

電話・来館（前日17時まで）

えほんのじかん 無料

　絵本の読み聞かせや手遊びなどを行います。

●鶴見区子ども・子育てプラザ（今津中1-1）
　9月15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）
　9月15日（水） 13時5分～13時50分
●緑児童遊園（緑3-3）
　9月15日（水） 14時25分～15時10分
●市営焼野住宅集会所前（焼野1-1）
　9月21日（火） 14時10分～14時50分

問合せ 中央図書館 自動車文庫 
☎6539-3305  FAX6539-3336

移動図書館
まちかど号
巡回日

オータム・チャレンジ・スポーツ2021

10月10日（日）
●バドミントン開放DAY：9時30分～11時・11時～12時30分
●卓球開放DAY：9時30分～11時・11時～12時30分
●バスケットボール開放DAY：13時30分～15時
●こども運動教室：13時30分～14時30分

日時

第一体育場・第二体育場
どなたでも（こども運動教室：小学1～3年生、保護者同伴）

場所
対象

バドミントン：6面／ハーフ4面、卓球：6台、
バスケットボール：1面、こども運動教室：20組

定員

無料費用
当日先着順（開始30分前より受付）
こども運動教室：事前電話予約、10月9日（土）締切

申込方法

藤野 恵美／著　ポプラ社 〈図書館書誌ID:0014946926〉

『子どもをキッチンに入れよう! 
-子どもの好奇心を高める言葉のレシピ-』

おすすめの一冊をご紹介！

　児童文学作家の著者が、育児書から得た学びや自身の経
験を元に、育児と家事を同時に楽しむ方法をつづったエッセ
イです。絵本を読んで興味を持った魚
を調理したり、スーパーや外食先で大
人とのコミュニケーションを学んだり
と、子どもの好奇心を育むヒントが満
載です。息子の成長を見守る著者の優
しいまなざしと、親子のほほえましいや
りとりに心が温まります。（大阪市立図
書館「あなたにこの本を！」より）

9～11月の火曜日・金曜日　
各10時～・11時～ ※時間選択制

日時

溝端 美香子 氏
6か月～2歳までのお子さんと保護者
各時間20組
4回コース3,000円・8回コース5,500円・
16回コース11,000円

電話・ホームページ・来館
スクール開始前日

講師
対象
定員
費用

申込方法
締切

ベビースイミング 有料

火曜日・水曜日・金曜日
14時30分～・15時30分～・16時30分～・
17時30分～〈各1時間〉 ※時間選択制

日時

3歳～小学4年生
各時間20名
月4回コース5,500円・月8回コース11,000円

電話・ホームページ・来館
スクール開始前日

対象
定員
費用
申込方法
締切

　水慣れの後、クロール・背泳ぎ・平泳ぎ・バタフラ
イができるように練習します。

リトルスイミング 有料

鶴見緑地プール 問合せ ☎6915-4721　FAX6915-4725
鶴見区緑地公園1-37

開館時間 火曜日～金曜日 10時～19時土曜日・日曜日・祝休日 10時～17時
休館日 月曜日、第3木曜日（9月16日）

ヒップホップ教室 有料

　アップダウンの曲に合わせて楽しく踊ります。表現力
や自信が身につきます。

木曜日 15時30分～16時30分 
多目的室
Ami 氏
幼児～小学2年生
20名
月4回4,400円（税込・保険料含む）（無料体験受付中）

電話・ホームページ・来館

日時
場所
講師
対象
定員
費用
申込方法

鶴見スポーツセンター鶴見スポーツセンター

大阪市鶴見区緑地公園2-163
問合せ ☎6915-2567　FAX6915-2618

問合せ 大阪府ラグビーフットボール協会 事務局
☎6945-7822　FAX6945-7855

タグフェスタ in 鶴見緑地 無
料

　ラグビーからタックルなどの危険な運動をなくした、
安全性の高いタグラグビーを体験してみませんか。

10月10日（日） 10時30分～・14時～ 
鶴見緑地球技場
小学生以上
各回40名（先着順）

当日受付 
※10名以上の団体は、事前申込要。

日時
場所
対象
定員
申込方法

　花々の命がよみがえる押し花の
芸術。絵画のような現代押し花アー
トの世界をお楽しみください。10月
2日（土）・3日（日）・9日（土）・10日
（日）には押し花体験教室（参加費
300円～）も開催！

秋の押し花展

場所 2F 花回廊

期間 9月28日（火）～10月10日（日）　
（最終日は体験教室15時30分まで、展示16時まで）

10月2日（土）、3日（日）
16時～21時　※雨天中止
山のエリア 政府苑跡付近・中央通

日時

場所

つるみナイトピクニック
※イベントは一部有料
入場無料

　普段は夜間に閉鎖している山のエリアでのナイトイ
ベント。マルシェやヨガ、星空観察会、コンサートなどを
開催します。

※主催／鶴見緑地スマイルパートナーズ

申込みが必要なイベントがありますので、詳しくは
ホームページをご覧ください。

秋の朝 リフレッシュヨガ 有
料

　広大な人工芝スタジアムで屋外ヨガを開催。青空の
下でヨガを楽しみ、心身リフレッシュしませんか？

10月3日（日） 8時30分～9時45分 ※雨天中止
※中止の場合は10月2日（土）18時にホームページで告知
人工芝
ほうじょう なお 氏
中学生以上（小学生以下のお子さんは同伴のみ可）
100名（先着順）
800円（税込）
ヨガマット・バスタオルなどの敷物（必須）、タオル、
飲み物（動きやすい服装でお越しください）

電話・ホームページ

日時

場所
講師
対象
定員
費用
持参

申込方法

有料

無料無料

世界の花と緑に出会える大温室
10時～17時（入館は16時30分まで）

月曜日（休日の場合は翌平日）
大人500円（税込） 
※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）

開館時間
休館日
入館料

問合せ ☎6912-0055 
FAX6913-8711

鶴見区緑地公園2-163

問合せ ☎6913-0772　FAX6913-3975
鶴見区横堤5-3-15

鶴見区浜1丁目1-37
問合せ ☎6915-4712　FAX6915-4715

鶴見緑地球技場鶴見緑地球技場鶴見緑地情報鶴見緑地情報鶴見緑地情報
鶴見区緑地公園2-163
問合せ 鶴見緑地パークセンター

☎6911-8787　FAX6911-8714

❼
ごみの出し方・予約方法
【毎月第３火曜日】
保存食品の寄付（フードドライブ）受付（※）

当日会場にて受付
※保存食品の寄付受付は14時以降に
　なります。

9月21日（火） １４時～１６時
鶴見区役所
１階ロビー

9月10日（金）・24日（金）
14時～15時30分❽ 予約制こころの相談

（精神科医）
鶴見区役所1階
⑪番窓口

本人（鶴見区民）およびご家族
からの相談も可能です。電話
（☎６９１５-９９68）、窓口にて事
前にご予約ください。

●不動産相談・司法書士相談は、大阪市行政オンラインシステムから予約できます。
定員 各2名（先着順）申込期間 毎月1日から相談日4日前まで

マ
ス
ク
着
用

❸
当日９時～電話にて受付
（専用☎６９１５-９９５４）
※8名(先着順)（1人45分以内）

司法書士相談
（相続・贈与、会社・法人の登記、
成年後見など）
【毎月第３水曜日】

予約制

9月15日（水） １３時～１６時

❹
当日９時～電話にて受付
（専用☎６９１５-９９５４）
※8名(先着順)（1人40分以内）

行政書士相談
（相続・遺言など）
【奇数月第２水曜日】

予約制
9月8日（水） １３時～１６時

❷ 不動産相談
【毎月第２火曜日】

予約制 9月14日（火） １３時～１６時
当日９時～電話にて受付
（専用☎６９１５-９９５４）
※6名(先着順)（1人30分以内）

相談名 日時 申込方法 場所

❶
当日９時～電話にて受付
（専用☎６９１５-９９５４）
※１６名（先着順）（１人30分以内）

9月10日（金）・24日（金）
１３時～１７時

法律相談
【毎月第２・4金曜日】

予約制

鶴見区役所3階
相談室　
※電話がたいへん
混み合い、つなが
りにくい場合があ
ります。
※換気のため、扉と
窓を開けて相談
業務を行ってい
ます。

問合せ ❶
❷
❸
❹
総務課（政策推進）4階41番
☎6915-9683

❻ 鶴見緑地公園事務所 ☎６９１２-０６５０　FAX６９１３-６８０４
❼ 城北環境事業センター ☎６９１３-３９６０　FAX６９１３-３６７４　
❽ 保健福祉課（保健活動） ☎６９１５-９９６８
❾ 大阪市人権啓発・相談センター 西区立売堀4-10-18 阿波座センタービル1階
　 大阪第一人権擁護委員協議会 ☎6942-1489

※❻フードドライブ…ご家庭で余っている食べきれない保存食品を提供いただき、必要としている施設や団体にお届けする取組み。

鶴見区役所2階❺ 弁護士による専門相談
（離婚・養育費）予約制

9月9日（木）
9時30分～電話にて受付
（専用☎6915-9107）
※4名（先着順）（1人45分以内）

9月16日（木） １4時～１7時
※市内在住で未成年のお子さん
　がいる父母が対象です。

❻ 花と緑の相談
【毎月第２水曜日】 当日会場にて受付9月8日（水） １4時～１６時

【平日】 9時～21時
【日・祝】 9時～17時30分
※土曜日は休みですが電子メー
　ルによる相談は受け付けてい
　ます。

専門相談員が電話（専用☎６５３２-７８３０）、FAX、
手紙、メール、面談で相談を受付 ※通話料は自己負担
区役所で面談をご希望の場合は
事前に上記専用番号までご予約
ください。

な  や  み ゼロ

【人権擁護委員による特設人権相談所】

当日会場にて受付
城東区役所
東住吉区役所13時30分～16時

 9月17日（金）

❾ 人権相談
（いじめ、差別、虐待、セクハラ、DVなど）

一部予約制

※マスク着用の徹底をお願いします。マスク未着用の場合、
入室をお断りします。

大阪市総合コールセンター「なにわコール」
（☎4301‐7285）

な  に  わコール

11 ナイター法律相談 9月29日（水）
天王寺区民センター当日抽選

10 日曜法律相談 予約制 9月26日（日）
福島区役所

❺ 保健福祉課（子育て支援室） 
1階⑫番 ☎6915-9107

問合せ 保健福祉課（健康づくり） 1階⑪番 ☎6915-9882
※1人分エネルギー／157kcal

9月は「大阪市朝食月間」です9月は「大阪市朝食月間」です
朝食を家族と食べることで、豊かな心を育て
るコミュニケーションを図ることができます。
心と身体の健康を保つためにも、毎日朝ごは
んを食べましょう。

問合せ 保健福祉課（健康づくり） 1階⑪番 
☎6915-9882

●栄養のバランスがとれている人が多い
●早寝・早起きの人が多い
●「イライラする」「集中できない」といった訴えが少ない
●学力が高く、体力測定の結果が良い
（参考：農林水産省作成「食育ってどんないいことがあるの？」）

大阪市食育推進
キャラクター「たべやん」

令和4年4月に入学する
小学校・中学校を選択できます

※学校選択について個別に相談されたい場合は、電話・メールでも受付し
ています（平日9時～17時30分）。

※鶴見区の学校選択制に該当しない場合はご相談をお受けできません。
※鶴見区における学校選択制の個別相談会です。学校に関する説明では
ありませんのでご注意ください。

●市立小学校に通学している6年生
　2学期初めに小学校から配付
●小学1年生になる方・私学等に通う6年生
　8月下旬に自宅に郵送

　学校選択制個別相談会も開催します。

　鶴見区では小学校・中学校に入学するときに、それぞ
れ1回ずつ区内の学校を選択できます。制度の内容や学
校の方針を十分ご理解いただいた上でお
選びください。「学校案内」冊子を配付しま
すので、詳しくは冊子をご確認ください。

9月26日（日） 10時～11時
①10時～10時15分 ②10時15分～10時30分 
③10時30分～10時45分 ④10時45分～11時
※ご希望の時間に対応ができない場合は、ご連絡させ
ていただきます。

日時

区役所4階 403・404会議室場所
鶴見区在住の方対象
各3組
無料

メール　
※参加者氏名、電話番号、①～④いずれかの希望
時間をお知らせください。

定員
費用
申込方法

tr0011@city.osaka.lg.jp
申込・問合せ 総務課（教育） 4階43番 ☎6915-9734

切干大根（乾）……12g
豚もも肉……120g
玉ねぎ……小1/2個

にんじん……3cm
ピーマン……1個
サラダ油……小さじ1

しょうゆ……小さじ1強
材料（2人分）

作り方
①切干大根は水で戻してざく切りにする。玉ねぎ、にんじん、ピーマンは
せん切りにする。

②フライパンに油を熱し、豚肉、①を入れて炒め、しょうゆで味付けする。

撮影協力：鶴見区食生活改善推進員協議会　横堤校区

今年のテーマは「よく噛んで食べよう」です。切干大根は噛みごたえがあり、よく
噛む食材としてぴったり！　食物繊維が豊富でカルシウムや鉄も多く含みます。

朝食抜いて超ショック
動画『超速 DE 朝食つくってみた！』はこちら

検索検索

　切干大根を使ったカミカミメニューです。
戻した切干大根を炒めることで食感がよく、
子どもたちにも人気のメニューです。

チンジャオロース
（鶴見区食育推進ネットワーク：のぎく保育園）

切干大根アレンジメニュー切干大根アレンジメニュー 作ってみませんか？作ってみませんか？

令和3年9月12日（日）に予定していましたが、
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止します。

鶴見区民まつりを
中止します

　夜更かしすることが多くな
り生活リズムが乱れがちな夏
が終わる9月を「朝食月間」と
定めました。

ごはんを毎日食べる習慣がある人は、
次のような“いいこと”があります。

9月 無料相談のお知らせ
大阪市民対象

★新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、中止・延期となる場合があります。
   お申込みの際にホームページまたは電話でご確認ください。

●以下は広告スペースです。広告内容に関する一切の責任は広告主に帰属します。


