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敷津西1-5-23

浪速図書館
f・c a06-6632-4946

4月

b06-6632-4973

【開館時間】10時〜19時
■印＝休館日
■印＝10時〜17時

浪速区老人福祉センター
f・c a06-6643-0792

下寺2-2-12

b06-6644-6934
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10時15分〜／10時45分〜の2回
どちらかの時間をお選びください
e センター大広間
j 大阪市在住60歳以上の方
m 動きやすい服装
i ＤＶＤを見ながら楽しく体操します

公衆無線LAN(Wi-Fi)サービスあり。※自習利用可。

だっこでえほんのじかん

無料 定員8組（先着）

あかちゃん向けの絵本の読み聞かせや、わらべう
た、手遊びなどをします。お気軽にご参加ください。

d 4月21日（水）10時30分〜11時（毎月第3水曜）
e 浪速図書館 会議室
j あかちゃんと保護者
【出演】なにわえほんの会、浪速子育て支援センター職員
f 前日までに来館または電話で受付

えほんのじかん

無料 定員10組（先着）

楽しい絵本の読み聞かせや紙芝居、
手遊びなどをします。

d 4月3日・17日（土）10時30分〜11時
4月14日・28日
（水）
16時〜16時30分
e 浪速図書館 会議室
j 乳幼児から小学生のお子さんと保護者
【出演】
ぐるーぷ ぬ！
（第2･4水曜日）
なにわえほんの会
（第3土曜日)
図書館職員
（第1土曜日）
f 前日までに来館または電話で受付

読書会

無料 定員10名（先着）

『楽園のカンヴァス』原田 マハ/著
あらかじめ読んでご参加いただき、感想をみんな
で話し合います。
※テキストは図書館で貸出します。

d 4月22日（木）15時〜16時
e 浪速図書館 会議室 j どなたでも
f 前日までに来館または電話で受付

出張! 自然史博物館
大阪アンダーグラウンド
ケース展示

〜掘ってわかった大地のひみつ

中部環境事業センター出張所
f・c a06-6567-0750

塩草2-1-1

b06-6567-0721

からすネット
（防鳥用ネット）
を
貸し出しています
からすによるごみの散乱を防止するため、大阪市
が収集するごみの持ち出し場所（概ね５世帯以上で
利用されている場所）
に、からすネットを無償で貸し
出しています。また、4月1日からは、既に貸し出して
いるからすネットの再貸与が可能
（要件を満たしてい
る場合のみ）
となりました。
詳しくは、二次元コード
からご確認ください。

大阪市立浪速図書館の
ネーミン グライツパ ート
ゼスト
zest浪速図書館 ナーが決定し、4月1日より
愛称の使用を開始します。
愛称

c 教育委員会 大阪市立中央図書館 総務担当
a 06-6539-3315

移動図書館

まちかど号

d 4月20日（火）
11時10分〜11時55分
e 市営日東住宅2号館
集会所前（日本橋東3-5）

a 06-6539-3305 b 06-6539-3336

ジュニアスイミングをはじめ、成人スイミング、ベ
ビースイミング(親子)、ウォーキングレッスンなどさ
まざまなレッスンをご用意しています。ジュニアスイ
ミングでは水泳指導だけでなく、あいさつ・協調性な
どお子様の社会性を育むよう取り組んでいます。

[土曜]10時〜16時25分[日曜]10時〜12時05分
他ホームページをご確認ください。
j ジュニア(3歳〜中学生）、成人（高校生以上）
k 週1回4,880円、週2回6,000円(料金は税込）
m 水着、スイムキャップ、タオル、
ゴーグル
（必要な場合)
i 小人及び大人対象の水泳教室
l 更衣室完備、水着、ゴーグルなどレンタル品有り
(有料：1点200円)
n 各教室、専門のインストラクター
f６階受付にてお手続きを受け付ています
（詳しくはお問い合わせください）
。
a 06-6643-6446 b 06-6643-6447
受付：火曜〜日曜9時〜20時
(月曜休館 月曜祝日の場合は翌火曜が休館)

浪速区民センター
f・c a06-6568-2171

コミュニティ教室
浪速区公立幼稚園からのお知らせ
園庭開放については、新型コロナウイルス感染症
の収束状況に合わせて、スタートする予定です。
詳しくは、各幼稚園のホームページをご覧ください。
大阪市立日東幼稚園

こぐまクラブ

e 日東幼稚園園庭（日本橋東3-2-9）
a 06-6641-0214
大阪市立立葉幼稚園

b06-6643-6445

d ジュニア[平日]15時30分〜18時50分

なかよしデー

e 立葉幼稚園園庭(桜川4-8-21)
a 06-6561-7397
★２園とも、状況をみて、未就園児園庭開放をスター
トします。各幼稚園のホームページで、お知らせし
ますので、ご覧ください。
★クラスの定員に空きがある場合があります。途中
入園等、ご質問があれば、各園にお問い合わせくだ
さい。

浪速図書館のおすすめ図書

『おにぎりの文化史
ネーミングライツパートナーが
決定しました！

f・c a06-6643-6444

難波中3-8-8

※当施設は「新型コロナウイルス感染症防止ガイドライ
ン」
を遵守しています。換気、館内消毒に加え、来館者へ
の手指消毒のお願いと体調確認を行っています。ご来
館の際にはご協力の程お願い致します。

大阪平野の地下から見つかったクジラ化石・貝化
石、大阪平野のボーリング標本等を展示します。
まで
d 3月19日（金）〜4月14日（水）
e 浪速図書館

浪速スポーツセンター

スイミングスクール入会受付中です！

いきいき百歳体操に
参加しませんか！ 無料
センターでは、週4回運動習慣と筋力アップのた
めに百歳体操を行っています。前座では、脳トレにな
る手話歌や手遊びなど、職員とともに学ぶ時間を設
けています。みなさまのご参加をお待ちしています。

開館カレンダー

施設からのお知らせ

‑おにぎりはじめて物語‑ 』
横浜市歴史博物館/監修
河出書房新社
■大阪市立図書館 書誌ID:0014667261

本書は、2014年に横浜市歴史博物館で
行われた企画展
「大おにぎり展」
の図録に最
新の知見を加え、書籍化したもので、考古学
をはじめとするさまざまな角度から、おにぎ
りの歴史を掘り起こしています。遺跡から出
土した米の塊をCTスキャンで解析したり、
復元した土器で弥生時代の炊飯方法を再現
したりと、ユニークな研究の過程に好奇心を
そそられます。身近な存在に潜む謎をイラス
トや写真とともに解き明かし、物事を探究す
ることの面白さが伝わってきます。
大阪市立図書館
「あなたにこの本を！」
より

稲荷2-4-3

b06-6568-3171

m マスクorフェイスシールド
f 日程等、詳しくはお問い
合わせください。

ヨーガ教室

定員50名

春に向けて新しい事をしてみませんか。心と体の
エネルギーバランスを整えて柔軟性のある心身を手
に入れる。

d 毎週木曜日10時〜11時30分
k 1クール6,000円 ※別途スティック代 1,750円
m 運動のできる軽装、大判バスタオル

太極拳教室

定員40名

春に向けて新しい事をしてみませんか。ゆっくりと
した動きで足腰の筋力を強化し背骨と腰を中心とし
て、上下・前後・左右に無理なく動く全身運動で、猫
背の矯正をします

d 毎週月曜日14時〜15時30分
k 1クール6,000円
m 運動できる軽装、タオル、上靴(靴底の薄いもの)

プリンス先生の社交ダンス教室
春に向けて新しい事をしてみませんか。社交ダン
スってカッコいい!

d 毎週月曜日19時〜
k 1クール8回5,000円or1回1,000円の選択制
m 運動できる軽装、上靴(靴底の薄いもの)

リズミックエクササイズ教室

定員40名

春に向けて新しい事をしてみませんか。身体でリ
ズムを感じて楽しく健康にリフレッシュ!

d 毎週水曜日10時〜11時30分
k 1クール6,000円
m タオル、上靴(靴底の薄いもの)
区民センターからのお知らせ
■区民ぶらりハイキング開催未定のお知らせ
令和3年度の区民ぶらりハイキングは新型コロ
ナウイルス感染症拡大防止のため、開催未定です。
開催時期等詳細が決定次第ホームページ等でお知
らせ致します。

■スポーツカーニバル中止のお知らせ
令和3年度のスポーツカーニバルは新型コロナウイ
ルス感染症拡大防止のため、開催を中止いたします。

♦普通ゴミ・資源ごみ・容器包装プラスチック・古紙・衣類等のお問い合わせは…中部環境事業センター出張所 a 06‐6567‐0750 粗大ごみ収集のインターネット受付(24時間365日受付)
粗大ごみ収集受付センター〔受付日〕
月曜〜土曜 ９時~17時 a 0120‐79‐0053 携帯電話(通話料が必要) a 0570‐07‐0053
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