【大正琴サークル「なでしこ」
】

【てん刻サークル】

初めての方でも、やさしく楽しく弾けます。

石に文字や絵を彫るてん刻を皆で楽しんでいま

琴もレンタルできます。お気軽に見学に来て

す。文字の歴史や詩文の勉強もします。オリジナ

ください。

ルの印をつくり色んなものに押して、楽しみまし
ょう。

活動日時：月２回月曜日 9:30～12:00
参加申込：見学 090－3942－2922 綿本

活動日時：毎月第４土曜日 10:00～12:00
参加申込：見学 代表者に連絡 6691－1401

【太極拳 なごみ】
少人数ですが、第１・２金曜日に中村孝子

【太極拳同好会(万代池アイリスチーム)】

先生に来て頂いて太極拳を学んでいます。

初心者の方からご指導いたしますので、経

第３・４金曜日は自主練習です。今まで簡

験、資格等必要ありません。教室では現在

化、総合,規定楊式を学び、現在４８式を学

10 名の男女が太極拳、太極扇を練習してい

んでいます。小人数なので会員同士仲良し

ます。各イベントや競技会、資格取得に向

です。いつでも見学に来てください。

けた練習も取り入れていますので、経験者
の方のスキルアップも可能です。どうぞご

活動日時：毎週金曜日 19:00～21:00

遠慮なく先ずは見学にお越しください。お

参加申込：見学

待ちしています。
活動日時：土曜日(月 3 回)

【コーラスグループ住吉】

9:30～11:00

参加申込：見学

いつも元気で楽しく和気あいあい。歌う事、歌
が大好きな方、練習日にどなたでも見学可能で
す。

【民踊サークル「みやび会」】
老若男女を問わず「踊りの輪を人の輪に！」を

活動日時：第 1，2，3 月曜日 9:30～12:30

モットーに仲良く、楽しく民踊・新舞踊を踊っ

参加申込：代表者へ連絡 06－6673－5419

ております。一緒に踊ってみませんか？

(村上照子)
活動日時：毎週月曜日 13:00～15:00

昼の部

毎週水曜日 18:30～20:30 夜の部
【女声アンサンブル

ラ・ストラーダ】

参加申込：見学

いろんなジャンルの歌を歌っています。年齢や
歌の経験は関係なく歌がお好きな方、一緒に歌
いませんか。まずは、見学にお越し下さい。
活動日時：月２回金曜日 10:00～12:00
参加申込：代表者へ連絡 090－8483－3227

【アロハビューティーズ

江尻らん子】

初心者ＯＫ、どなたでも踊れるようになりま
す。
活動日時：月 2 回火曜日 10:00～11:30
参加申込：見学

住吉隣保事業推進センター

秋期開催講座

●日程・予定内容
●時
10 月 11 日
(火)

11 月 8 日

12 月 13 日

●日程・予定内容

玄象（げんじょう）

●時 間 １４：００～１５：３０

狭山池築造 1400 年

11 月 15 日（火）

大坂の古代食

●日

時

10 月 5 日(水)

●参加資料代
●講

師

14:00～15:30

５０0 円

中村 晶子さん

師

山下麻乃さん（観世流能楽師）

●会

場

大会議室

●定

員

３０名

●締

切

１０月４日（火）

●参加資料代

場

大会議室(1)

●定

員

３０名

師

５０0 円（各回）

森村

健一さん

（前堺市立泉北すえむら資料館

●日

時

●会

場

大会議室（１）

●定

員

３０名

10 月 12 日(水)

●参加資料代
●講

師

(堺市文化部文化財課 学芸員)

●会

１,５０0 円

●講

●講
10 月 18 日（火）

１３：００～１５：００

●参加資料代

蝉丸（せみまる）

(火)

(火)

経正（つねまさ）

間

学芸員）

14:00～15:30

５０0 円
千葉

太朗さん

(和泉市教育委員会文化財振興課 学芸員)

●会

場

●定

員

大会議室(１)
３０名

●日程・時間

●費用
＊味噌（４kg）・・・２，７００円

1１月 2５日（金）

＊味噌（８kg）・・・５，０００円

朝の部・・・ １０：００～１２：００
昼の部・・・ １４：００～１６：００
夜の部・・・ １８：００～２0：００

＊白味噌（３.７kg）
・・・２，７００円
・かめ（４kg 用）・・・２，３００円
（８kg 用）・・・３，８００円

定員：各 20 名（先着順）
申込期間：10 月 11 日(火)~11 月 4 日(金)

申込期間後のキャンセルは材料を引き取っていただきます。

各種講座の申し込み方法
直接来館・はがき・電話・ＦＡＸにて受け付けています。
はがき・ＦＡＸでの応募の場合は、
●講座名●郵便番号●住所●名前●年齢●電話番号を明記の上、
住吉隣保事業推進センターまでお申込み下さい。

• ２時間６００円～
• 定員８名～７５名
会議やサークル活動に
ご利用下さい！

• 無料閲覧、貸出
• 月・火・木・金

• 総合生活相談(随時)
• 無料法律相談(要予約)

•小説・絵本・マンガなど
13:30～17:00
約 800 冊！

毎月第4木曜日(6～8時)
※予告なく変更になる場
合があります。

賛助会員募集中！
詳しくは、公益財団法人住吉隣保事業推進協会まで！
住吉隣保事業推進センター ～すみよし隣保館

寿～

運営団体：公益財団法人住吉隣保事業推進協会
所在地
TEL
休館日
開館時間
最寄駅

大阪市住吉区帝塚山東 5-6-15
06-6674-3732
FAX 06-6674-3700
日曜日・年末年始(12／2９～1／３)
9:00～21:３0（ただし祝日は 9:00～1８:０0）
南海高野線 住吉東駅 東出口から北へ 100m
阪堺上町線 神ノ木駅 南出口から南へ 200ｍ

今月号は
・すみよし隣保館

寿で活動中のサークル紹介！

・秋期開催講座のお知らせ

すみよし隣保館～寿～

活動サークル紹介

現在、すみよし隣保館～寿～で定期的に活動されている団体・サークルを
紹介します。メンバーを募集しているサークルも多数ありますので、見
学・参加等ぜひ問い合わせてみてください。
(お問い合わせは各団体まで)

【英会話サークル】

【フラワーサークルルヴァン】

中学校で習うやさしい英文法を学びながら、

季節の生花、プリザーブドなどのレッスン

ネイティブの先生(イギリスなど)に来てい

初心者も大歓迎‼お花が大好きな方、ぜひ

ただき、英会話も楽しむサークルです。

遊びにいらしてください。

活動日時：毎週木曜日 10：00～12：00

活動日時：毎週木曜日

参加申込：見学

11:00～ 午前
13:00～ 午後

参加申込：見学

