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　「生涯学習ルーム」は、小学校の多目的教室等を利用した、地域の皆さんの自主的な文化学習活動の場です。興味のあ
る講座がみつかりましたらぜひ、ご参加ください。すでに定員に達している講座や内容が変更になる講座もありますので、
区役所 総務課（教育）☎6915-9734までお問い合わせください。（講座によっては、別途材料費が必要なものもあります）
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため活動休止や新規募集を停止している場合があります。生涯学習ルームのマスコット

キャラクター「スタートル」

生 涯 学 習 ル ー ム

　接種可能日の前週を基本に対象の方には、「新型コロナウイルスワクチンの追加接種(3回目
接種)のご案内」(接種券が印刷された予診票など)を住民票所在地に発送しています。接種券
が届き次第、予約可能です。詳細は、大阪市ホームページでお知らせしています。

城見ホール集団接種会場 〈大阪城公園〉集団接種

●地下鉄長堀鶴見緑地線「大阪ビジネスパーク」駅下車（①出口徒歩約7分）
●JR学研都市線「京橋」駅でJR大阪環状線に乗換、「大阪城公園」駅下車（徒歩約5分）
●大阪シティバス46系統（天満橋～焼野）「城見一丁目」下車（徒歩約7分）

1月号に掲載した医療機関から追加になった取扱医療機関個別接種

堺筋八木ビル 〈中央区〉（予定）自衛隊 大規模接種

※この情報は令和4年1月19日現在のもので、変更となる場合があります。

※詳細はホームページでお知らせします。

無料接種新型コロナウイルスワクチン接種のお知らせ

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

問合せ 大阪府自宅待機者等24時間緊急サポートセンター（ナビダイヤル）
☎0570－055221

問合せ 大阪市新型コロナワクチンコールセンター 
☎0570-065670／☎06-6377-5670（9時～21時）

民踊 1,300円／月
第1・3金曜日（年20回） 18時30分～21時
書道 600円／月
第2・4火曜日（年20回） 13時～14時30分
コーラス 700円／月
第1・3土曜日（年20回） 10時～12時

茨田東小学校
茨田大宮3-7-61

書道 5,000円／年
第2・4火曜日（年22回） 15時～16時30分
コーラス 1,000円／月
第2水曜日（年12回） 15時30分～17時
フォークダンス 1,500円／月
第1・3土曜日（年34回） 13時～15時
手話 500円／月
第1・3金曜日（年24回） 13時30分～15時30分

鶴見小学校
鶴見4-14-10

書道 1,000円／1回
水曜日（年9回） 13時30分～15時
社交ダンス 2,000円／月
月曜日（年25回） 19時～21時
女声コーラス 1,500円／月
月曜日（年25回） 15時45分～17時15分
茶道 1,500円／1回
水曜日（年5回） 13時～15時

今津小学校
今津中4-1-48

コーラス 5,000円／年
第2土曜日（年11回） 18時45分～20時15分
書道 10,000円／年
第2・4木曜日（年20回） 13時～15時
ヘルシー体操 500円／1回
第1・3・4土曜日（年30回） 10時～12時

茨田北小学校
浜3-8-66

ジュニアクラフト 
土曜日（年5回） 10時～12時
木目込教室 未定（年5回）　午前中

みどり小学校
緑2-4-45

絵手紙&クラフト 1,000円／月
第1・3土曜日（年20回） 13時～15時
大正琴 1,000円／月
第1・3土曜日（年22回） 15時～17時30分
水彩画 2,000円／年
第2・4土曜日（年22回） 13時30分～16時
コーラス 1,000円／月
第2・4土曜日（年22回） 14時～15時

茨田西小学校
横堤5-13-61

水彩画 3,300円／年（画材費として）
第3土曜日（年11回） 13時～15時
着付け 11,000円／年
第1・3土曜日（年22回） 10時～12時
書道 6,000円／年
第2水曜日（年12回） 14時～16時

茨田南小学校
 諸口1-3-71

レクレーションダンス 500円／月
第1水曜日（年10回） 14時～16時
手芸・編物 200円／月
第3水曜日（年10回） 14時～16時

茨田小学校
安田2-1-8

健康体操 5,000円÷人数 初回ボール代 1,080円
第3・4土曜日（年6回） 13時30分～15時
コーラス 5,000円÷人数
第1・3土曜日（年6回） 9時30分～11時30分
英語で遊ぶ 
土曜日（年6回） 10時～11時
よさこいソーラン 
不定期（年6回） 10時～11時

横堤小学校
横堤1-11-83

生け花 500円／月
第4土曜日（年12回） 14時～16時
陶芸 1,000円／月
第1・3土曜日（年24回） 14時～16時
着付け 5,000円／年
第2土曜日（年12回） 14時～16時
写真 第2土曜日（年12回） 18時～20時
ゲートボール 
土曜日（年35回） 9時～12時

鶴見南小学校
鶴見2-17-22

鶴見おもてなし茶会鶴見おもてなし茶会

日時 3月26日（土） 11時～15時（なくなり次第終了）
費用 300円（お抹茶・お菓子）場所 茶室「むらさき亭」

　各生涯学習ルームの成果を展示で発表します。
フラワーアレンジメントの体験コーナーもあります。

鶴見区生涯学習ルームフェスティバル鶴見区生涯学習ルームフェスティバル

日時 3月12日（土） 10時～15時 
※体験コーナー11時～15時（なくなり次第終了）

場所 鶴見区役所403・404会議室

フォークダンス 500円／1回
第1・2・4土曜日（年33回） 13時30分～15時30分
造形盆栽 500円／月
第3土曜日（年11回） 9時～12時
書道 500円／1回
第2・4土曜日（年22回） 9時～12時
楽しいハワイアンフラ 500円／1回
第1・3土曜日（年21回） 10時30分～11時30分
コリトレ＆エアロ 500円／1回
毎週月曜日（年36回） 19時30分～20時30分

焼野小学校
焼野1-3-44

　生涯学習推進員は、市や区・地域の生涯学習を推進する市民ボランティアです。養成講座を修了後、大阪市長の委嘱を受けて、おもに各小学校の生涯学習ルームで、講座の企画や実施・運営
などを行っており、生涯学習ルーム事業を通して、小学校と地域をつなぐ役割を担っています。
　また、区内生涯学習推進員同士で情報交換等をするために、月1回の会議、スキルアップのために年1回の研修会を実施しています。今年度は、「たまねぎ染めのエコバッグ作り」体験学習を通
して、ごみ問題や社会問題を取り上げる手法を学びました。

まった生協診療所 横堤３-６-７ 6911-3195
予約電話番号医療機関名 問い合わせ曜日・時間住所

月～金14:00～16:00

■大阪市の接種券をお持ちの方はどなたでも予約ができる医療機関

三木医院
高野医院
服部クリニック
しばさきクリニック
ひなた内科・在宅クリニック
本田病院
横山クリニック
竹中小児科

月・火・水・金12:00～13:15/18:00～19:15
 
 
火・木14:00～16:00
月～土14:30～17:00

月～金8:30～11:30

安田４-８-２
横堤５-５-６０
今津北５-１１-１２ ２階
諸口１-６-１９
緑１-１１-３ １・２階
鶴見4-1-30
横堤４-１-３６ １階
今津南１-５-３７

医療機関名 問い合わせ曜日・時間住所
■かかりつけの患者さんのみ予約ができる医療機関

3月から
3月から

追加接種(3回目接種)を希望される方へ

※国からのワクチンの供給状況等により、発送計画を変更する場合があります。

大阪市ホームページ 
ワクチン接種についての
最新の情報はこちら

鶴見区
ホームページLINEアカウント

「大阪市新型コロナ対策」

新型コロナワクチン情報などが
受け取れます

　3月と11月に、鶴見緑地で開催していま
す。生涯学習の紹介とともに美味しいお茶
でおもてなしをします。

民踊 1,000円／月
第2・4土曜日（年24回） 14時～16時
書道 500円／月
第1土曜日（年10回） 14時30分～16時30分
ビーズ 500円／1回
第1土曜日（年11回） 10時～12時
真美健康体操 500円／1回
第3土曜日（年10回） 16時～17時30分
フラダンス 500円／月
第2・4土曜日（年24回） 10時30分～12時

榎本小学校
今津北1-5-35

費用 無料

モデルナワクチン

ファイザーワクチン

3回目の接種券を持つ18歳以上の方対象
インターネット・LINE・電話予約方法
2月4日（金）予約開始日
2月7日（月）接種開始日

●陽性判明日から2日経過しても、保健所から連絡がない、連絡がとれない
●夜間・休日に体調が悪化したため、健康相談したい
●医師の診察を受けたいので医療機関を紹介してほしい

以下のような場合は、自宅待機SOSへご相談ください！

★新型コロナこころのフリーダイヤル
  ☎0120-017-556（9時30分〜17時 土・日・祝日も対応）


