2021
月
〒557-0033 西成区梅南1-2-6 ☎・FAX 06-6658-4528
★新型コロナウィルス感染拡大予防のため行事の開催を中止または延期させていただく場合があります。

日(水)

日(木)

日(土)

日(土)

午前9時30分～11時

午前10時30分～12時

わんぱくランド

リトミックであそぼ！

ひろーい体育館で
音楽に合わせて
おもいっきり
歩いたり止まったり走ったり。
あそぼう！
パラバルーン遊びも楽しみます。
●対象：乳幼児と保護者
●対象：乳幼児と保護者
●申込み：受付中・各日先着10組 ●申込み：受付中・先着10組
●参加費：無料
●参加費：無料

日(土)

日(金)

午後3時30分～4時30分
伝承あそび

けんけんぱ！
をやってみよう★
●対象：小学生以上の児童
●申込み：受付中・先着10名
●参加費：無料

日(土)

午前10時30分～・11時30分～

午前11時～11時30分

午前11時30分～12時

🐤ぴよちゃんネット

ブックスタート

えほんタイム

なんでもあげちゃおう！
もらっちゃおう！
夏物中心の提供会。時間指定等あります
ので、詳細はお問い合わせください

●対象：子育て中の方
●申込み：受付中・各回先着5組
●参加費：無料

日(火)～

日(金)

①午前9時30分～②午前11時30分～
③午後1時30分～

手づくりあそび

●対象：3か月健診の対象となる乳児
※電話でご予約の上健診の案内とともに
お届けした引換券をご持参ください。

ブックスタートat玉出東保育園
26日（土）
午前11時～11時30分

日(金)

日(水)
午前10時～11時

午前10時30分～12時

コンシェルジュ相談会

ベビーマッサージ

保育所のことや子育て支援の上手な利

おやこで楽しむかんたん手づくり。 用法など「子育てコンシェルジュ」さ
6月は野菜スタンプをします
んに何でもたずねてみましょう
●対象：乳幼児と保護者
●申込み：8日より受付・各回先着5組
●参加費：無料

日(土)
①午前9時30分～②午前11時30分～
③午後1時30分～

6月生まれさんの

おたんじょうび会
みんなでお歌を歌って
お祝いしましょう♥
●対象：乳幼児と保護者
●申込み：12日より受付・各回先着5組
●参加費：無料

大型絵本や紙芝居、
手遊び・歌遊びを
楽しみましょう
●対象：乳幼児と保護者
●申込み：5日より受付・先着5組
●参加費：無料

●対象：乳幼児と保護者
●申込み：9日より受付・先着５組
●参加費：無料

日(日)

アロマの香りの中、優しいオイルマッ
サージで赤ちゃんとスキンシップ♡
●対象：乳児と保護者
●申込み：4日より受付・先着5組
●参加費：無料
●持ち物：おむつ、おむつ替えシート、
バスタオル、オイル(お持ちの方)

日(日)

午後1時30分～2時30分

午後3時～4時30分

ぴよちゃんガーデン

けん玉教室

ぴよちゃん花壇でお花いっぱいの
ガーデニングを楽しみましょう🌷

日本けん玉協会の
検定が受けられる教室です

●カナート天下茶屋ケンタッキー前
●対象：どなたでも ●申込み：不要
●参加費：無料
●持ち物：作業用手袋
★汚れてもよい服装でご参加ください

−４−

●対象：小学生以上の児童
●申込み：6日より受付・先着10名
●参加費：無料
●持ち物：タオル、水筒

大阪市社会福祉
研修・情報センター
♪図書・資料閲覧室の本紹介♪
【開館時間】
平日 9：00〜21：00 土・日 9：00〜17：00
図書・資料閲覧室は 9：30〜17：00 (月〜土曜日)
【休館日】
国民の祝日（土・日曜日と重なる場合は除く）
年末年始（12 月 29 日〜翌 1 月 3 日）
【所在地】
〒557-0024 大阪市西成区出城 2 丁目 5 番 20 号
06-4392-8200(代表） 06-4392-8206(FAX）

『家庭の医学
病気がわかる事典』
●山川 達郎 ほか 監修
●成美堂出版

大阪市社会福祉研修・情報センターでは…

・1 階には 3 人掛けのゆったりくつろ
げるスペースがあります
・2 階には 1 人掛けの個別スペース

も！

・Wi-Fi もご利用いただけます

ほかにも、福祉関連の書籍・ＤＶＤなどの貸出しが可能な
図書・資料閲覧室があります。

ぜひお気軽にお越しください♪

新型コロナウイルス感染症の拡大状況によっては、開館時
間が変更になる場合や臨時休館になる場合があります。
ＨＰにて随時情報を更新しておりますので、ご確認くださ
い。⇒【ウェルおおさか】で検索
ウェルおおさか
ウェルおおさか QR コード

−５−

西成区老人福祉センター
老人福祉センターは、市内在住の６０歳以上の方が利用
できます。利用にあたっては、大阪市の老人福祉センタ
ー発行の利用証が必要です。
初めての方は、健康保険証等、住所・氏名・年齢のわか
るものをご持参ください。

〒557-0033 大阪市西成区梅南 1-4-27

☎ 06-6654-2951

FAX 06-6654-1504

【利用時間】10：00～17：00
【休 館 日】日曜・祝日・年末年始

「新型コロナウィルスのワクチン接種会場」に使用のため
９月中旬まで休館いたします

（サークル、一般利用はできません。）

センターの再開時期につきましては、
「センターだより（地域・関係機関に配布）」
「センター
玄関前掲示 」「 西成 区社 会 福祉 協 議 会 ホームページ https://nishinari-shakyo.jp」等でお
知らせします。
尚、各種相談、センター利用についてのお問い合せは電話でお受けします。
≪月曜日から土曜日 午前 10 時から午後 5 時≫
電話 06-6654-2951

FAX06-6654-1504

ワクチン接種に関するお問い合わせはお受けしておりません。

来館時のお願い・マスク着用（未着用の方は入館できません）
・来館時、毎回「入館受付表」に必要事項を記入し提出してください
・体温チェック

・手指の消毒、手洗いの徹底

・水分補給以外の飲食はできません。 （水分補給はしっかりと取りましょう）
・館内での会話は控えめにしていただきますようお願いします。

「いきいき百歳体操」

「いきいき百歳体操」 は

自粛生活が続き、外出や人と話す機会も減っ
ています。体力、気力の低下（フレイル）を
予防するために百歳体操を続けましょう。
センターでは６月１６日（水）以降、
定例の日時で、百歳体操のみ行います。
水曜日・金曜日
①10：30～②11：15～

大阪市のホームページから

動画がご覧になれます。
（You Tube）

https://www.city.osaka.lg.jp
パソコンやスマートフォンで検索してください。
検索方法

6 月の予定
16 日（水）

18 日（金）

23 日（水）

25 日（金）

ここから
探してみよう

➔

大阪市ホームページ
くらし

➔高齢者 介護 ➔健康な体づくりのために
➔こころとからだの元気づくり〔予防・学習〕

３０日（水）

感染予防対策のため１回の参加者が定員を超

➔予防 ➔百歳体操を始めよう

えた場合、入室できない場合もあります。

➔ いきいき百歳体操動画

予定が変更になる場合もありますので、
事前に確認のうえお越しください。

センターは大阪コロナ追跡システムを導入しています。

−６−

阿倍野市民学習センター
阿倍野区阿倍野筋 3-10-1-300 あべのベルタ３階 6634-7951 FAX6634-7954

簿記入門講座

第３回 あべのベルタ寄席

7 月から阿倍野で簿記の勉強をしませんか？
初めて学習する方を対象に、簿記入門講座を開講い
たします。全 10 回の講座で、簿記の基本を学びま
しょう。この機会をお見逃しなく！
本講座の終了後に 2021 年 11 月の試験に向けての
簿記３級受験対策講座を 10 月から開催します。

講談師旭堂南鱗さん、落語家笑福亭學光さんを
レギュラーに毎回ゲストを迎えてお送りする
あべのベルタ寄席。
第３回目のゲストは桂恩狸（かつらおんり）さん。

【持ち物】電卓・筆記用具・ノート
日

時：７月２日～９月１７日の間の毎週金曜日
ただし、７月２３日、８月１３日はお休み
19:00～21:00
費 用：17,000 円
※教材費 1,760 円（全 10 回分）
対 象：どなたでも
定 員：25 人（先着順）
申込み：インターネット、電話、来館

日

時：6 月 23 日（水）14:00～15:30
（13:30 開場予定）
費 用：1,200 円
対 象：どなたでも
定 員：60 人（先着順）
申込み：インターネット、電話、来館
締切り：6 月 22 日（火）

大阪市生涯学習インストラクターによる

「昼下がりの健康レッスン」

●「日本舞踊」

まずは浴衣の着付けから始めます。百人一首に合わせて、気軽に日本舞踊を体験してみませんか？
日時：令和 3 年 6 月 2 日（水）14:00～15:30 費用：500 円（浴衣レンタル代）※浴衣持参の場合は無料
持ち物：運動しやすい服装・飲み物・タオル

●「気功」
正しい呼吸法を知っていますか？体のしくみを知り、呼吸に合わせて体を動かし、健康になりましょう。
日時：令和 3 年 6 月 9 日（水）14:00～15:30 費用：無料
持ち物：運動しやすい服装（スカート不可）
・飲み物（常温の水または白湯）
・タオル

●「ジャズダンス」
はじめての方も大丈夫！簡単なステップ練習からはじめます。楽しくリズムにのって踊りましょう。
日時：令和 3 年 6 月 16 日（水）14:00～15:30 費用：無料
持ち物：運動しやすい服装・飲み物・タオル・上靴

●「健康太極拳」
転倒予防と免疫力 UP！老若男女問わず誰にでもできる健康法です。運動が苦手な方でも大丈夫です。
ゆっくり動き、身体を温めましょう。
日時：令和 3 年 6 月 23 日（水）14:00～15:30 費用：無料
持ち物：運動しやすい服装・飲み物・タオル

定 員：各 15 人（先着順） 対 象：どなたでも

★電

話★

申込み：電話、来館、インターネット

講座名・住所・名前・電話番号をお伝えください。

★インターネット ★

いちょうネットで検索⇒講座・イベント⇒キーワード欄に講座名を入力。

★来

窓口にて申込み。

館★

−７−

