
移動図書館まちかど号巡回日

日時
場所

8月23日（火）11時10分～11時55分
市営日東住宅2号館集会所前（日本橋東3-5）

問合 中央図書館自動車文庫
6539-3305TEL FAX 6539-3336

区民文化祭出演者・
作品出展・スタッフ募集 

　出演・展示とも、ジャンルは問いません。 

問合 大阪市コミュニティ協会 浪速区支部協議会
FAX 6568-3171TEL 6568-4040

対象 区内在住・在勤でグループ活動をされている方

日時 11月27日（日） 場所 浪速区民センター 
　　 8月31日（水）まで申込

募集内容 概要

ホール内舞台…音響・照明設備あり

展示用に表装、額入り、パネル張り必須

ボランティア、舞台等裏方の作業

● 体験コーナー・ワークショップのスタッフも募集中

※申込者多数の場合抽選

えほんのじかん 
　楽しい絵本の読み聞かせや紙芝居、手遊びなどを
します。
対象 乳幼児から小学生のお子さんと保護者

10組（先着）定員

日時 出演
図書館職員
ぐるーぷ　ぬ！
なにわえほんの会
ぐるーぷ　ぬ！8月24日（水） 16時30分～17時

8月20日（土） 16時～16時30分
8月10日（水） 16時30分～17時
8月6日（土）   16時～16時30分

※音声ガイダンスが流れたら「7」番を押してください
※問い合わせ可能日、可能時間（平日9時～17時30分）

　大阪市では、学習塾や家庭教師、文化・スポーツ教
室など（オンライン学習塾などを含みます）で月額
10,000円まで利用できる「塾代助成カード」を交付す
る塾代助成事業を行っています。

塾代助成カードに関するお問い合わせ

　　 6452-5273TEL
問合 大阪市塾代助成事業運営事務局

※問い合わせ可能日、可能時間
（12時～20時 日曜・祝日・年末年始を除く）

浪速図書館タイム

5普通ごみ・資源ごみ・容器包装プラスチック・古紙・衣類などのお問い合わせ  中部環境事業センター出張所　　  6567-0750   粗大ごみ収集インターネット受付  24時間365日受け付け
粗大ごみ収集受付センター  【受付日時】（月）～（土） 9時～17時　      0120-79-0053　携帯電話（通話料が必要）　     0570-07-0053

TEL

TEL TEL

浪速区   広報なにわ  令和4年8月号
施設・募集・
イベント

なにわ学び教室（中学生対象）の
受講生を募集しています！ 

　浪速区では、中学生の学習習慣の形成・基礎学力の
向上を図るため、少人数制で生徒に応じた個別学習
指導を行っています。2学期から各中学校の会場で一
緒に勉強しませんか？ 指導科目：数学・英語・国語 

浪速区内の中学校1年生から3年生対象

月額10,000円費用

浪速区ホームページをご覧ください申込
※大阪市塾代助成事業を利用すれば、実質無料で受講できます。

※先着順での受け付けとなりますので、定員に達した場合は
キャンセル待ちとなります。

FAX 6633-8270
TEL 6647-9743

     市民協働課（教育・学習支援） 問合 区

大阪市内に在住の方、大阪市の指定を受けて
いる生活援助型訪問サービス事業所（申請中を
含む）で雇用（予定も含む）されている方 

対象

令和4年6月～令和5年2月までの毎月（年24回）
1日6時間、連続2日間の講義形式の研修です
（研修受講後、簡易な試験があります） 

日時

※詳細な日程、会場は、大阪市のホームページでご確認いただくか、
　研修申込先までお問い合わせください。

区役所や区民センターなど場所

　大阪市では、要支援者に対する介護保険の訪問サー
ビスのひとつとして、掃除、洗濯、買い物、調理などを行
う、「生活援助型訪問サービス」を実施しており、そのサー
ビスの従事者を養成する研修の受講者を募集します。 

生活援助サービス従事者研修の
受講者を募集します 無料

無料

各回15名（申込み多数の場合、先着順）定員

FAX 6241-6608TEL 6241-6310

電話にて申込書類をご請求後、提出締切日
（各開催日の2週間前必着）までに送付

申込

福祉局高齢者施策部介護保険課指定・
指導グループ 

問合

未来ケアカレッジ
TEL 0120-16-8351

申込書類請求先

　　 zest浪速図書館（敷津西1-5-23）問合
TEL 6632-4946 FAX 6632-4973

【開館時間】

公衆無線LAN（Wi-Fi）サービスあり ※自習利用可

10時～19時
10時～17時 休館日

開館カレンダー8 月
日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

図書展示｢こどものほんだな｣展

日時 7月22日（金）～9月14日（水）

　大阪市立図書館がおすすめの本を紹介する冊
子「こどものほんだな」に掲載された本を集めて
展示します。

　赤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。 

だっこでえほんのじかん 

出演

対象
日時

赤ちゃんと保護者の方 
8月17日（水）10時30分～11時（毎月第3水曜日）
8組（先着）
なにわえほんの会・浪速図書館職員

定員

　あらかじめ読んでご参加いただき、感想をみんなで
語り合います。
　テキストは図書館で貸し出します。

読書会 『発電所のねむるまち』 
マイケル・モーパーゴ/作
ピーター・ベイリー /絵　杉田 七重/訳

対象 どなたでも 日時 8月25日（木）15時～16時

『海のアトリエ』
堀川 理万子/作　偕成社
 （大阪市立図書館書誌ID: 0015034729） 
　おばあちゃんは孫娘に、学校が嫌になっていた小学
生の時の特別な思い出を話してくれました。海のそば
のアトリエで、お互いの顔を描くなどした画家との一週
間が語られます。子供扱いしない画家とゆったりと過
ごすことで、少女の心が解きほぐされていく様子が伝
わってきます。落ち着いた明るさの色彩で表現された
夏の風景も魅力的です。

大阪市立図書館「こどものほんだな」より

　風景印とは消印の一種で、郵便局周辺の名所や特
産品がデザインされたものです。風景印に魅せられた
著者が、入手方法から切手や絵葉書との組み合わせの
アイデアまで、収集の楽しみ方をオールカラーで伝え
ます。集印とともに図案の題材を訪ねる「風景印さん
ぽ」について、計画の立て方や効率的に郵便局を巡る
ためのコツなどを分かりやすく解説します。全国津々
浦々の文化や歴史が凝縮された多彩な図柄に目をみ
はり、近所や旅先で風景印を集めたくなります。

大阪市立図書館「あなたにこの本を！」より

日時 8月19日（金）～10月19日（水）

　区内の人形劇グループ「ぐるーぷ　ぬ！」の人気
演目の一場面を展示します。

ケース展示
「ぐるーぷ ぬ！」の人形劇の世界

今月の絵本の紹介

高校進学説明会を開催します!
　複数の高校が集まる合同説明会を開催します。今年度は、オンライン形式・対面形式で2日に分けて実施しま
す。進路選択の参考にぜひご参加ください！ 
●オンライン形式
ZOOMを使ったリモート相談会や学校ごとのプレゼン動画、デジ
タルパンフレットなどオンラインコンテンツも用意しております。

対象 中学生およびその保護者など

問合 港区PTA協議会

日時 8月20日（土）11時～16時30分
主催 西ブロック6区（福島・此花・西・港・大正・

浪速）PTA協議会 
　　 事前にオンラインにて受け付け申込

oskminatopta@sage.ocn.ne.jp電子メール

●対面形式
55校による各高校のプレゼンおよび各高校
のブースで個別相談。その他の高校もパンフ
レットを配布。

FAX 6633-8270TEL 6647-9743
     市民協働課（教育・学習支援） 問合 区

日時 8月21日（日）11時～15時30分
場所 難波中学校体育館（塩草1-1-59）
主催 3区（西・大正・浪速）PTA協議会 

火曜日と金曜日
18時45分～20時45分 

日本橋中学校
2階多目的室 

日時 場所 定員（先着順）

水曜日と金曜日
18時45分～20時45分 

難波中学校
3階視聴覚室 

月曜日と水曜日または
火曜日と金曜日 
19時～21時 

木津中学校
1階会議室

20名程度

20名程度

各クラス
10名程度
（計20名程度） 

風景印ミュージアム 
－直径36 ミリの中の日本－
古沢 保/著　G.B.
（大阪市立図書館書誌ID: 0015107551） 

浪速図書館のおすすめ図書の紹介無料　　 浪速図書館 会議室場所
申込 来館または電話にて受け付けイベ ント

浪速区
ホームページ

舞台出演 

作品展示

スタッフ

予約不要

お申し込みは
こちら


