dとき eところ i 内容 j 対象 p 定員 k 費用 r 持物 f 申込み q 締切 gメール hホームページ c 問合せ

イベント・講座

◀ 親子向けの
お知らせ

◀イベント・講座一覧はこちら
子育てカレンダーはこちら▶
費用記載のないものは無料

高等学校等への進学向け
奨学金等制度説明会

申込不要

令和元年度
「法の日」
週間行事
申込先着順
「見て聞いて学ぼう！商事事件」

8月27日
（火）
14:00〜15:00

10月3日
（木）
13:30〜16:00

c 大阪市教育委員会事務局

fc 大阪地方裁判所事務局総務課広報係

各種奨学金制度の情報提供及び就学支援金等
についての説明会・相談会です。
e 西区民センター 第4会議室
j 中学校3年生の生徒及び保護者等
学校経営管理センター
a06-6115-7641 b06-6115-8170
gua0018@city.osaka.lg.jp

市民レクリエーションセンター
スポーツ教室
月曜日／バドミントン
火曜日／卓球
木曜日／バレーボール
金曜日／リフレッシュヨガ
19:00〜20:30

c（一財）大阪スポーツみどり財団
詳しくは
こちら▶

障がい者就職面接会★
し・ご・とオープンキャンパスinにし
（ディーセントワークフェア2019）
9月6日
（金）
13:00〜16:00

障がいのある方の
「働く！」
を応援するイベントです！

e 西区民センター
■ 就労面接会（令和2年3月卒業予定者を含む）
d 12:30〜15:00
r 履歴書数枚、障がい者手帳、
ハローワークカード
（登録者のみ）

■し・ご・とオープンキャンパス

支援学校等の生徒及び保護者向けに障がい福
祉サービス等の説明・個別相談会や、模擬講座
（パソコン体験、
ソーシャルスキルトレーニング体
験）
や軽作業等が体験できます。また、就労系福祉
サービス施設が製作物、飲食料等を販売します。

c ハローワーク大阪西 専門援助部門

a06-6582-5271（音声案内42＃）
b06-4393-0577

金婚夫婦お祝い会

申込先着順

10月2日
（水）
11：00〜13：00

金婚（結婚50年）をお迎えのご夫婦をお招き
し、お祝い会を開催いたします。皆さんお集まりい
ただき、楽しいひとときをお過ごしください。
e ヴィアーレ大阪 2階 安土の間
（中央区安土町3-1-3）
i 式典・記念撮影・祝宴など
j 区内在住の結婚50年を迎えられたご夫婦
（昭和44年1月1日〜昭和44年12月31日に
ご結婚されたご夫婦）
p 50組
q 8月31日（土）

fc 西区社会福祉協議会
a06-6539-8075
b06-6539-8073
西区の人口：102,540人

a06-6316-2619（平日9:30〜16:30）

西区民センター
a06-6531-1400

北堀江4-2-7

b06-6531-1402

夏休み木の実の工作

申込先着順

8月25日
（日）
13:00〜17:00

西中学校など市内26か所の学校施設で開催し
ているスポーツ教室では、9月から始まる第2期生
を募集中です。開催時間や受講料などの詳細につ
いては、区役所に設置のリーフレットまたは大阪ス
ポーツみどり財団ホームページをご覧ください。
e 西中学校（千代崎3-1-43）
スポーツ事業チーム
a06-6577-5269
b06-6577-5280

会社をめぐる裁判について、
模擬株主総会やクイ
ズを交えながら、
裁判官がわかりやすく説明します。
e 大阪地方裁判所（北区西天満2-1-10）
p 100名

竹笛や、木の実を使ったかわいい動物などを
作ります。ブンブンゼミのプレゼントもあります。
【講師】吉岡 一成氏
（生駒ネイチャークラフトクラブ代表）
j 5歳〜中学生（未就学児は保護者同伴）
p 30名
k 500円
q 8月24日（土）

シリーズ古典を愉しむ
「京ことば源氏物語 第三帖」
8月31日
（土）
開演14:00
（開場13:30）
全五十四帖連続語り「空蝉」
の巻
【出演】山下 智子氏
（紫苑語り会主宰 源氏物語 女房語り）
p 80名
k 2,000円（前売り）、2,500円（当日）

一閑張り
（いっかんばり）
体験教室

申込先着順

9月8日
（日）
10:00〜16:00

竹籠に和紙を貼り、その上から柿渋を塗ったも
のを一閑張りといいます。一閑張りで素敵な小物
入れや、
インテリアグッズを作ってみませんか？
【講師】吉岡 一成氏
（生駒ネイチャークラフトクラブ代表）
p 30名
k 1,200円
q 9月7日（土）

西区子ども・子育てプラザ

本田3-7-2

a06-6582-9553
b06-6582-9554
イベント一覧はこちら▶
※①②④は当日自由参加できます。

①親子リトミック
8月9日
（金）
10:30〜11:00

②みんなでストレッチ
8月17日
（土）
10:30〜11:00

③エコ・クッキング
8月23日
（金）
10:00〜13:00

j 小中学生 p 12名（申込多数の場合抽選）
k 200円
q 8月15日（木）

④親子エアロ
8月30日
（金）
10:30〜11:00

西区の世帯数：59,684世帯
（令和元年7月1日現在・推計）

令和元年 8月号｜No.279

大阪科学技術館

靱本町1-8-4

a06-6441-0915 b06-6443-5310
休館日：8月10日
（土）
〜16日
（金）

わくわくサイエンスサマースクール2019
8月3日
（土）
・4日
（日）
10:00〜17:00
楽しい実験や工作教室はもちろん、
科学館でお
なじみのチョウザメのふれあい体験、福井県立恐
竜博物館の先生によるお話会など盛りだくさん。
その他にもクイズラリーをはじめ、夏休み期
間中さまざまなイベントを実施しています。夏
休みの自由研究のヒントがきっと見つかります！
※詳しくは科学技術館ホーム
ページをご覧ください。
詳しくはこちら▶

特別展
「スポーツを科学する！

〜スポーツのひみつを探ってみよう〜」
開催中〜10月20日
（日）

スポーツに隠された科学やオリン
ピック・パラリンピックについての情
報などをわかりやすく紹介します。

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

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

卓球教室体験会
8月23日
（金）
、30日
（金）
【初級】12:10〜13:25 【中上級】13:30〜14:45
※体験はひとり1回のみ
p 各3名
k 650円（税込） ※ラケットの貸出あり

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（高齢者福祉施設）募集

申込先着順

中央図書館を拠点とするボランティアグルー
プに参加し、
図書の貸出や紙芝居実演などの図書
ボランティア活動をしてくださる方を募集します。
【活動場所】西区内の高齢者福祉施設「健勝園九条」
【 活 動 日 】第2・第3・第4土曜日

j 原則として全5回の講座をすべて受講できる方
d ①10月4日（金） ②10月11日（金）

③10月12日
（土） ④11月1日
（金）
⑤11月16日
（土）
①②④10:00〜12:00、③13:20〜15:20、
⑤15:00〜16:30

e ①②④は中央図書館、③⑤は健勝園九条
p 10名程度

※①②④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
q 9月24日（火）
c a06-6539-3326にて受付。

教えて先輩！小説家のお仕事

当日先着順

8月24日
（土）
14:00〜16:00

作家の藤野恵美氏をお迎えし、
デビューまでの
道のりや創作の舞台裏、
著書『淀川八景』
で描いた
地元大阪への思いなどを語っていただきます。
p 300名

移動図書館まちかど号 巡回日
d 8月10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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