平成31年4月

西区の人口：101,057人

イベント・講 座

費用の記載のないものは無料。開館時間・休館日・応募
方法など詳しくは各施設等へお問合せください。

オリックス・バファローズ 小中学生招待
プロ野球ファーム
（2軍）
公式戦
「関
西 対 決！舞 洲 決 戦！大 阪 市 民 ナイ
ター！」大阪市をホームタウンとする
オリックス・バファローズを応援しよう！ ⒸORIX Buﬀaloes
対象試合／オリックス・バファローズvs阪神タイガース
日 時／5月2日
（木・休）
17：00開始
場 所／大阪シティ信金スタジアム
（此花区舞洲）
対 象／市内在住の方
招待内容／大人
（高校生以上）
1人につ き、小中学生
（500円）
1人を無料招待！
※大人
（高校生以上）
は1人1,000円
※無料招待者は市民確認のため、学校の
名札等の提示をお願いします。
オリックス野球クラブ株式会社
0570-01-8862（受付時間平日9:00〜17:00）

5月11日（土）〜20日（月）は
春の全国交通安全運動です
●一般運転者講習会

日 程／①4月16日
（火）
②4月19日
（金）
③4月25日
（木）
④5月7日
（火）
時 間／18:30〜19:30
（受付18:00〜）
場 所／①西区老人福祉センター
②③④西区民センター
西警察署
06-6583-1234
06-6584-5014

「水防団員」
を募集しています！！
「水防団」では、津
波や高潮などによる
水害を最小限にくい
とめ、地域住民の生
命・財産を守るため、
毎年、水防工法訓練
や無線訓練などを行っています。
あなたの地域の水防活動に力を発揮してみませんか。
淀川左岸水防事務組合（枚方市三矢町6-11）
072-841-2310
072-841-0741

子育て中のカラスにご注意ください
4月から7月は、
カラスの
子育てシーズンです。大切
な卵やヒナを守るため、親
カラスが近づく人を威嚇し
てくることがあります。
巣がある木にはできるだ
け近づかないようにし、
威嚇行動をとっているカラスを見かけたら、
あわてずにその場から離れましょう。
巣の近くを通らなければならない場合は、帽
子をかぶったり傘をさしたりして身を守り、注
意して通行しましょう。
ヒナが地面に落ちていても、拾わないでくだ
さい。ヒナに近づくと、見守っている親鳥に威
嚇されることがあります。
カラスのエサとなる生ごみの量を減らし、生ご
みは、決まった時間・場所に出しましょう。
※大阪市では生ごみ散乱被害防止のために防鳥
用ネットの貸出を行っています。詳しくは、西部
にお
環境事業センター
（ 06-6552-0901）
問い合わせください。
保健福祉課
（地域保健）
06-6532-9973
06-6532-6246
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◀このマークは親子向けのお知らせです。

西区の世帯数：58,178世帯
（平成31年3月1日現在・推計）

4月は「犬・猫を正しく飼う運動」
強調月間です
犬の登録、狂犬病予防注射を必ず受け、鑑札・
注射済票をつけましょう。
迷子になっても飼い主がわかるように名札や
マイクロチップをつけましょう。
ふん尿は自宅でするようにしつけをし、散歩中の
ふん尿は飼い主が責任を持って後始末しましょう。
犬の放し飼いは禁止です。公園などではリード
を絶対外さず、特に伸縮性のあるリードは犬を
制御できない場合があるので十分注意してく
ださい。猫も事故や感染症などから守るため
室内飼育をしましょう。
不幸な命をふやさないよう、避妊・去勢手術を
しましょう。
ペットを捨てたり虐待することは犯罪です。愛
情と責任を持って最後まで飼いましょう。飼い
続 けることが で
き なくな るなど
万一の時に備え、
ペットを託せる人
を考 えておきま
しょう。
保健福祉課
（地域保健）
06-6532-9973
06-6532-6246

西スポーツセンター
立売堀4-10-18 阿波座センタービル6階
06-6538-3413
06-6538-3419

●親子体操教室体験会

親子でリズム体操やボールを使って
楽しく運動します。※ひとり1回のみ
日 時／4月13日、20日、27日
（土）
1歳〜2歳5か月
9:10〜10:25
2歳6か月〜5歳 10:35〜11:50
定 員／各30組 費 用／620円
（税込）

LINEでもイベント情報を
お知らせします！

大阪科学技術館
靱本町1-8-4
06-6441-0915

●サイエンス・メイト フェスティバル

今年は
「海」
をテーマに、
生き物や船などの海に関す
る科学技術を紹介する実
験・工作教室やパネル展示
を実施します。みんなの参
加を待ってるよ！
！
日 時／4月21日
（日）
10:00〜16:30

西区民センター
北堀江4-2-7
06-6531-1400

●モビバンフィジカル体操教室

エクササイズバンドを使った4月からの新教室
です。詳しくはお問い合わせください。
日 時／4月3日から毎週水曜日9:30〜10:30

西区子ども・子育てプラザ
本田３-７-２
０６-６５８２-９５５３
０６-６５８２-９５５４
※いずれも当日自由参加できます。

●堀江公園にあつまれ！
しゃぼん玉であそぼう

06-6531-1402

●スティーブン先生の大人の英語教室（全7回）

日 時／4月12日〜5月31日の毎週金曜日
（5月3日除く）
19:00〜20:15
対 象／英語は少し読めるが、英語での会話経
験が少ない初心者の大人の方
定 員／20名
（申込先着順）
費 用／7,000円
（テキスト代別途3,500円）
締 切／4月10日
（水）
※全7回の講座終了後、希望者向けに定期教室
を 開 講します 。定 期 教 室 ではワークブック
（2,500円）
が必要になります。

●川柳をはじめませんか？
（全6回）

日 時／4月27日〜9月28日の毎月第4土曜日
13:30〜16:30
（
「現代川柳」
編集委員・FM宝塚
講 師／夕 凪子氏
「川柳の時間」
講評担当）
定 員／15名
（申込先着順）
費 用／5,000円 一回のみ参加の場合1,000円
持ち物／鉛筆、国語辞典 締 切／4月24日
（水）

●初心級者テニスB教室
（全8回）

日 時／4月5日から毎週金曜日11:00〜12:30
定 員／12名 費 用／8,800円
（税込）

06-6443-5310

大阪市立中央図書館
北堀江4-3-2
06-6539-3326

０6-6539-3336

●図書館120％活用術
−もっとお得に使えるコツ、お話します−

図書館の本はどうやって並べて
いるのか、
どうやって探せばいいの
か 、調 べ も の をする時に便 利 な
データベースなど、図書館をもっと
お得に使えるコツをお話します。
日 時／4月6日
（土）
14:00〜15:00
定 員／60名
（当日先着順）

●【子ども読書の日記念事業】
春のおたのしみ会

日 時／4月10日
（水）
10:30〜11:00
場 所／堀江公園
（南堀江1-13）
共 催／子育て支援にっしー広場、堀江親子の
つどい、子育て応援オ・ハ・ナ、道親仲間
ほっ♪とものす、
きらぽか広場

ボランティアグループ「竹とん
ぼ」
のみなさんによる、スペシャル
なおたのしみ会です。紙芝居やパ
ネルシアターなど、楽しい演目がもりだくさん！
日 時／4月29日
（月・祝）
14:00〜15:00
定 員／80名
（当日先着順）

●わくわく親子リトミック

●移動図書館まちかど号巡回日

日 時／4月12日
（金）
10:30〜11:00

●みんなでストレッチ

日 時／4月20日
（土）
10:30〜11:00

日 時／4月13日
（土）
14:20〜15:00
場 所／ケアハウスコスモスガーデン
（靱本町3-6）
自動車文庫
06-6539-3305

西区広報紙
「かぜ」
は、毎月新聞折込でお届けしています。折込は、
朝日・毎日・読売・産経・日本経済・大阪日日新聞の朝刊です。
この6つの新聞を購読されていない方でご自宅への配付をご希望の場合はお申し出ください。
総務課
（事業調整）

06-6532-9989

06-6538-7316

