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dとき  eところ  j対象  k費用  m準備  i内容  lその他  n講師  f申込み  g Eメール  hホームページ  c問合せ先 施設からのお知らせ

「広報なにわ」のご感想をお聞かせください！「読みやすい」、「こんな記事・情報を知りたい」など、ご感想・ご意見をお寄せください。
c総務課（企画調整）a06-6647-9683　b06-6631-9999
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日 月 火 水 木 金 土

4月の
休館日

【開館時間】10時～19時
■印＝休館日　■印＝10時～17時

《敷津西1-5-23

移動図書館 まちかど号
d 4月21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 b06-6539-3336

　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18日、5月２日（土）
　10時30分～11時
4月8日・22日（水）
　16時～16時30分

j乳幼児から小学生のお子さんと保護者
l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）

えほんのじかん 無料 申込不要

『羊と鋼の森』 宮下 奈都 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23日 (木)15時～16時
e浪速図書館 会議室
jどなたでも

読書会 無料 申込不要

　センターデビューは、
ラジオ体操や百歳体操
から。仲間づくりは次の
ステップのサークル活
動へ!健康保持には当セ
ンターが得意とする事
業が盛りだくさん。老人
福祉センターでは、クラフトカフェやお楽しみ会も
開催。
　あなたに合った活動を見つけてください。
d 10時～17時
j大阪市在住の方
k無料（講習、行事によって実費徴収）
i健康等に関する様々な相談も伺います。
f見学随時、初めての方は利用証作成のため保険
証等をご持参ください。

仲間づくりはここから！

浪速区老人福祉センター《下寺２-2-12
f・ca06-6643-0792　b 06-6644-6934

無料

　資源の有効利用・ごみの減量
を図るため、市民のみなさんから
回収しましたベビー服・子ども服・
マタニティウェア等を展示し、市
民のみなさんへ無料で提供して
います。また、不要になったベビー服・子ども服・マタ
ニティウェア等の受付回収も行っています。ご希望に
より、職員がご家庭まで取りに伺います。
d 4月18日（土）１０時～１２時、１３時３０分～１６時

e中部環境事業センター出張所 １階ロビー
d 4月23日（木）１３時３０分～１５時３０分

e浪速区役所 ４階
子育てつどいのひろば前スペース

l衣類の提供はひとり2点まで

ベビー服・子ども服・マタニティウェアの
展示・提供を行っています

中部環境事業センター出張所《塩草2-1-1
f・ca06-6567-0750　b 06-6567-0721

浪速図書館 《敷津西1-5-23
f・ca06-6632-4946　b06-6632-4973

スイミングスクール入会受付中です！

浪速スポーツセンター 《難波中3-8-8
f・ca06-6643-6444　b 06-6643-6445

　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、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おります。
　東京オリンピックまであと少し。この時期に新た
な泳法の習得や泳力、体力アップをめざしましょう。
※ジュニアスクールは定員に達した時間もありま
す。お早めにお申込みをお願いいたします。また
見学も随時受付しております。お気軽にお越しく
ださい。

d [平日]15時30分～18時50分
[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が担当します。
f 6階受付にお問合せください。
c浪速屋内プール
受付：火曜～日曜 9時～20時
（月曜休館 月曜祝日は翌火曜日が休館）
a06-6643-6446　b06-6643-6447

公衆無線LAN（Wi-Fi）サービスあり ※自習利用可

d毎週月曜日 10時～11時20分
e日本橋東3-2-9　a06-6641-0214

5月より、未就園児を対象に
園庭開放を始めます!
幼稚園を知るきっかけになります。
ぜひ、お越しください。
大阪市立日東幼稚園 こぐまクラブ

★２園とも、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。

d毎週水曜日 10時～11時20分
e桜川４-８-２１　a06-６５６１-７３９７

大阪市立立葉幼稚園 なかよしデー

浪速図書館の
おすすめ図書

　「段ボールをもらって生活をしています」と言
う著者は、段ボールで財布を制作するアーティ
ストです。本書は、著者が世界各国で段ボール
を探し集めた旅の記録です。エジプトでは最古
の紙に思いをはせたり、段ボールがぜいたく品
であるエチオピアでは日本の豊かさに気付き
ます。旅先のエピソードが軽妙な筆致でつづら
れ、「不要なものから大切なものへ」をコンセプ
トにした彼の活動から、廃材の価値を高める
「アップサイクル」の可能性が見えてきます。

島津 冬樹/文と絵　柏書房
(大阪市立図書館書誌ID: 0014605981)

段ボールはたからもの
-偶然のアップサイクル-

大阪市立図書館「あなたにこの本を！」より

　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15日（水）10時30分～11時
（毎月第3水曜日）

jあかちゃんと保護者の方
出演：なにわえほんの会・

浪速子育て支援センター職員

だっこでえほんのじかん 無料 申込不要

浪速区民センター 《稲荷2-4-3
a06-6568-2171　b 06-6568-3171

c事業内容について
a06-6568-4040　b 06-6568-3171

ぶらりハイキング
d 5月10日（日）9時～15時 小雨決行
e【行き先】瓢箪山～枚岡
【集合場所】近鉄難波駅東改札口前

j区内在住、在勤の方
k大人700円　小人300円（往復電車代込み）
m昼食・飲み物は各自ご持参ください
f４月30日（木）までに電話、FAX、来館にて受付
〈受付時間〉9時30分～21時30分

要申込

スポーツカーニバル
d 5月24日（日）
e浪速スポーツセンター、浪速区内グラウンドほか
j区内在住、在勤の方
kソフトボール5,000円　バレーボール5,000円
ゲートボール4,000円

f４月30日（木）までに電話、FAX、来館にて受付
〈受付時間〉9時30分～21時30分

要申込

コミュニティ教室
　太極拳教室、社交ダンス教室、リズミックエクサ
サイズ教室、ヨーガ教室、囲碁教室、書道教室
f電話・FAX・来館にて受付

要申込

　本を介して人と人の出会いを生み出す、新しい
スタイルのイベント、「まちライブラリーブックフェ
スタ」が大阪や近郊の各ブックスポットで開催され
ます。
　浪速図書館では、利用者のみなさんからのおす
すめの本を募集。おすすめコメントのカードと一緒
に本の展示をします。応募カードは図書館にて配
布。みなさんのおすすめ本をお待ちしています。

　わらべうたによる手遊び、ひざのせ遊び、舟こ
ぎ遊びなどを親子で楽しみます。メロディーは
単純で、どこかなつかしく覚えやすい
歌ばかりです。ほっこりとしたひと時
をみんなで過ごしましょう。
n堀由美子さん
(ピアノ教師、インターナショナルスクール勤務)

まちライブラリーブックフェスタ2020 in 関西 令和2年度子ども読書の日記念事業

4/1㊌▶5/31日 日時 4/19日 10時30分～11時30分
会場 浪速図書館 会議室
対象 乳幼児のお子さんとその保護者

日時 無料 定員20組（先着）

浪速図書館イベント
令和2年度子ども読書の日記念事業

4/19日
親子であそぼ！わらべうた親子であそぼ！わらべうた

1 31
つながる ひろがる 本の森展つながる ひろがる 本の森展


