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イベント・講座
費用記載のないものは無料

マンションコミュニティ 講演会：当日先着順
交流会：申込先着順
講演会・交流会
6月23日
（日）
14:00〜16:00
【講演会】14:00〜15:00
【交流会】15:00〜16:00

西区の約9割はマンション世帯。いざという時に
助け合えるのはご近所さん！日ごろからのコミュ
ニティ形成が大切です。みんなでマンションコミュ
ニティについて考えてみませんか。

◀ 親子向けの
お知らせ

小中学校用教科書を展示します

西区子ども・子育てプラザ

【期間】6月11日
（火）
〜7月12日
（金）
土日除く

a06-6582-9553 b06-6582-9554
休館日：毎週月曜日、祝日
※いずれも当日自由参加できます。

保護者や市民の方が教科書採択への関心を持
ち、教科書や教科に対するより一層の理解を深め
ていただくため、全国の小中学校で使用するすべ
ての教科書
（見本）
を展示します。ぜひこの機会に
み ほん ぼ ん

教科書見本本をご覧ください。
e 区役所5階
（中央図書館でも6月11日
（火）
〜7月13日
（土）
に
「教科書展示会」
開催。6月20日
（木）
、7月4日
（木）
は休館）

c 大阪市教育委員会事務局指導部
初等教育担当
a06-6208-8174
中学校教育担当
a06-6208-9187

きょくどうこなんりょう

【講師】
五代目 旭堂小南陵氏
（上方女流講談師）
【演奏】
西中学校による吹奏楽
区 地域支援課
c●
a06-6532-9972 b06-6538-7318
全4回 申込先着順
大人の健康講座
〜アクティブ・シニアをめざして〜

7月19日
（金）
・29日
（月）
、
8月2日
（金）
・9日
（金）
13:30〜15:30

これからも健康で自分らしくすごしたいと思って
いる方必見！アクティブ・シニアをめざしてみません
か？医師等の講師陣と一緒
に、楽しくご自身の健康づく
りについて考える4回連続
の講座です。
e 区役所2階 集団検診室
i ● 西区の健康状態を知ろう
● みんなで脳活！脳と体を動かす運動
● いきいき百歳体操を体験しよう
j 区内在住の方
p 30名
保 保健福祉課
（保健活動）
fc ●
a06-6532-9968 b06-6532-6246
西区の人口：102,102人

〒551-0013 大正区小林西1-20-29
a06-6552-0901 b06-6552-1130

西区民センター

北堀江4-2-7

b06-6531-1402

デジタル一眼レフカメラ
「写真の学校」 全6回 申込先着順
6月12日から毎月第2水曜日
13:30〜15:30

【講師】
フォトグラファー 西村 宣代氏
一眼レフカメラをお持ちで、
一眼レフカメラの
j
経験がない方、
これからカメラや写真を
学びたい方
p 10名
k 8,000円
r デジタル一眼レフカメラ、
筆記用具
（お持ちであれば説明書）
q 6月10日（月）

江之子島文化芸術創造センター

江之子島2-1-34

a06-6441-8050
休館日：毎週月曜日

キラキラ☆七夕飾り
6月29日
（土）
10:00〜11:30

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

モビバンフィジカル体操教室

q 6月29日（土）必着
fc 西部環境事業センター 市民見学会係

a06-6531-1400

6月12日
（水）
10:00〜11:00

b06-6202-7055

エコ施設での実際のエコ体験を通
じて、
ごみの減量の必要性、重要性に
ついて理解を深めてみませんか。
e 西区民センター 1階ホール
i ●講演「地域とつながるマンションコミュニティ」 e ● 見学先
花王エコラボミュージアム
（和歌山市湊1334）
【講師】佐野こずえ氏
（近畿大学建築学部講師）
●
集合
・
解散
（バスで移動します）
●交流会
西区役所前及び京セラドーム東側付近
「マンションコミュニティをみんなで考えよう」
j 西・港・大正区内在住の小学4年生以上の方
グループに分かれて交流・意見交換。
（お子さんは保護者同伴）
p 講演会100名程度、交流会30名
36名
p
（マンション以外にお住まいの方も参加できます）
（1人での応募も可能
・応募者多数の場合は抽選）
f 交流会に参加希望の方は電話またはメールに
（昼食・飲み物等は参加者負担・紀ノ川SAにて
氏名・電話番号・マンション名を明記してください。 k 無料
昼食休憩）
q 6月20日（木）
区 きずなづくり課
fc ●
（ふりがな ）
・
f 往復はがきに、参加者全員の住所・氏名
a06-6532-9944 b06-6538-7318
年齢・電話番号
（お持ちの方は携帯番号）
を明記し
てください。
g nishikubosyu@city.osaka.lg.jp

一人ひとりが青少年の健全な育成について考え
る機会として
「子どもを守りはぐくむのは家庭と地域
から」
を合言葉に開催します。
どなたでもご来場いただけま
すので、
ぜひお越しください。
e 西区民センター
i ● 第1部 式典
● 第2部 講演と演奏
【演題】
偉人伝に見る人生観

オ･ハ･ナが来るよ
「福
（服）
回し」

a06-6538-3413 b06-6538-3419
休館日：毎週月曜日
（祝日の場合は翌日）

8月2日
（金）
10:00〜17:00
（10:00集合）
※雨天決行

7月6日
（土）
13:30〜15:00

本田3-7-2

b06-6202-7055

ECOを知る、体験する市民見学会

西区青少年健全育成推進大会

令和元年 6月号｜No.277

b06-6441-8151

えのこdeマルシェ
6月8日
（土）
11:00〜17:00

6月のマルシェは、enocoギャラリーと屋外公
園に、古書・雑貨・アクセサリー・フードのお店や大
人も子どもも楽しめるワークショップが勢ぞろい
します。お店をハシゴしながら1日中楽しめること
間違いなし。
（雨天時は屋内開催）

西区の世帯数：59,332世帯
（令和元年5月1日現在・推計）

全8回

6月5日から毎週水曜日9:30〜10:30

モビリティバンドを使って体操を行います。
p 20名
k 4,800円（税込）

初心級者テニスB教室

全8回

6月7日から毎週金曜日11:00〜12:30

p 12名
k 8,800円（税込）

大阪市立中央図書館

北堀江4-3-2

a06-6539-3326 b06-6539-3336
休館日：第1・第3木曜日
（祝日・休日は開館）

図書ボランティア
（幼児期施設）
募集
【講座】8月9日
（金）
・23日
（金）
・30日
（金）
10:00〜12:00
【活動見学】9月7日
（土）
13:00〜14:30
【交流会】9月10日
（火）
11:00〜12:00
西区内の保育所・幼稚園等で活動中のボラン
ティアグループに参加し、絵本のよみきかせ等
をしてくださる方を募集します。参加には講座の
受講が必要です。
j 原則として全5回の講座等をすべて受講できる方
p 10名程度（事前申込先着順）
※【講座】のみ一時保育あり
（対象：1歳6か月〜
就学前）
。申込先着順で6名まで

f a06-6539-3301にて受付
q 7月26日（金）

わいわいこどもげきじょうが
当日先着順
やってくる！
6月16日
（日）
14:00〜15:00

16mm映画の上映や絵本の
読み聞かせ、手遊びなどを
します。みんなで来てね！
p 80名

図書館ビジネス講座元気塾

当日先着順

「中小企業の皆さん
かかりつけのデザイナーを見つけませんか?」
6月22日
（土）
14:00〜15:30

大企業だけではなく、中小企業にも欠かせな
い「デザイン」
を生かすコツを、講師の経験をも
とにお話しいただきます。
p 60名
【講師】堂野 智史氏
（クリエイティブネットワーク
センターメビック扇町所長）

移動図書館まちかど号 巡回日
d 6月8日（土）14:20〜15:00
e ケアハウスコスモスガーデン（靱本町3-6）
c 自動車文庫 a06-6539-3305
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