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手づくりあそび
おやこで楽しむかんたん手づくり。

8月は野菜スタンプをします。

●対象：乳幼児と保護者先着5組

●申込み：7日より受付

●参加費：無料

えほんタイム

①午前9時30分～②午前11時30分～

③午後1時30分～

級や段を目指して

がんばろう！

●対象：小学生以上の児童先着10名

●申込み：2日より受付

●参加費：無料

●持ち物：タオル、水筒

けん玉教室

コンシェルジュ相談

●場所：カナート天下茶屋KFC前

●対象：どなたでも

●申込み：不要 ●参加費：無料

●持ち物：帽子、タオル、作業用手袋、

水筒

ぴよちゃんガーデン

保育所のことや子育て支援の上手な利

用法など、「子育てコンシェルジュ」

さんに何でもたずねてみましょう

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！

大型絵本や紙芝居、

手遊び・歌遊びを

楽しみましょう

昔のあそびを楽しもう！

8月は 「トントン相撲」

であそぼう！

ながめるだけでも癒される、『ひか

りとり紙』で創作あそびを楽しみま

しょう♡

●対象：乳幼児と保護者各回先着5組

●申込み：15日より受付

●参加費：無料

午後3時～4時30分

●対象：乳幼児と保護者各回先着5組

●申込み：11日より受付

●参加費：無料

8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♥

午前10時～11時

午前10時～11時 ★雨天中止

日(土)

●対象：小学生以上の児童先着10名

●申込み：受付中

●参加費：無料

日(木)

●対象：①②乳幼児と保護者各回先着10名

③小学生以上の児童各回先着20名

●申込み：受付中●参加費：無料

日(金) 日(土)

日(火)～ 日(金) 日(水)

日(土)

日(土)

日(土)

クリーン作戦
午後1時30分～2時 ①午前10時～11時 ②午前11時30分～12時30分

③午後1時30分～3時

プラザの夏まつり

午前11時～11時30分午後３時30分～４時30分

伝承あそび

午後1時30分～3時

アフリカンアートを

楽しもう！

いろいろいろがみあそび

プラザのまわりをみんなで

きれいにしよう！

🐤ぴよちゃんネット

午前11時30分～12時

●対象：乳幼児と保護者先着5組

●申込み：11日より受付

●参加費：無料

ブックスタート
●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

28日（土）

午前11時～11時30分

①午前9時30分～②午前11時30分～

③午後1時30分～

月

★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。

午前10時30分～12時

●対象：乳幼児または児童と保護者

先着5組

●申込み：受付中 ●参加費：無料

日(土)

日(日)

・コイン落とし・ヨーヨー釣り・千本引き

・まとあて・わなげ・釣りしましょう

・スーパーボールすくい

●対象：小学生以上の児童先着10名

●申込み：受付中

●参加費：無料

日(日)

●対象：乳幼児と保護者5組、

小学生以上の児童10名

●申込み：受付中 ●参加費：無料

『NkosiAflica』講師による本格的な

アートレッスンです。
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ハッピー・ヨーガ（木曜日）
～呼吸にあわせて体を動かし自律神経を整える～

日 程 ： ８月５、２６日、９月２、１６日

10月７、21日、１１月４、１８日

時 間 ： 朝の部 10：00～11：30

昼の部 14：00～15：30

夜の部 18：30～20：00

対 象 ： どなたでも

定 員 ： 各コース30名

持ち物 ：動きやすい服装で、

ヨガマット等ご持参ください。

※感染症の拡大状況等により中止、延期等の変更が発生する場合がございます。あらかじめご了承ください。

※一旦お支払いいただいた費用は返金できませんので、ご了承ください。

〒557-0041 大阪市西成区岸里1-1-50

申込み・問合せ：窓口またはお電話で06-6651-1131

主催■大阪市立 西成区民センター

（指定管理者：一般財団法人 大阪市コミュニティ協会）

・大阪メトロ 四つ橋線「岸里駅」下車

②号出口すぐ（区役所東隣）

・南海本線、高野線、大阪メトロ堺筋線

「天下茶屋駅」下車西出口南へ徒歩5分

書道教室

日 程 ： ７月12日(月)、 29日(木)

８月12日(木)、 23日(月)

９月9日(木)、 30日(木)

時 間 ： １３：３０ ～ １５：３０

対 象 ： どなたでも

定 員 ： ２７名

持ち物 ： 筆（大・中・小）、墨（墨汁）

下敷き、文鎮、硯

～美しい文字を学びましょう～

西成区民センターの利用予約がインターネットでもできるようになりました。

7月26日（月）から、西成区民センターをはじめ大阪市内の各区民センター等の

利用予約申込みがインターネットでもできるようになりました。
なお、利用には事前の利用者登録が必要です。

i9752466
タイプライターテキスト
－５－



 
 

 

 

 

 

 

 

 

〒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 

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。 

西成区老人福祉センター 

老人福祉センターでは、安心・安全にご利用していただくために、全室「抗菌」「抗ウイルス」「防臭」の 

対策として≪光触媒によるコーティング施工≫を実施しました。 

「新型コロナウィルスのワクチン接種会場」に使用のため休館中です 

（百歳体操は再開しました。但し、サークル、一般利用はできません。） 

「いきいき百歳体操」 始めました                

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、お友だちと一緒に百歳体操を続

けましょう。 

水曜日・金曜日  

①10：30～②11：15～  

感染予防対策のため、１回の参加者が定員

を超えた場合、入室できない場合もありま

す。ご了承ください。 

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。 

・マスク着用（未着用の方は入館できません） 

・検 温（37.5 度以上ある方は入館できません） 

・来館時「入館受付表」に必要事項を記入し提出してください 

・手指の消毒、手洗いの徹底 

・水分補給はしっかり取りましょう（水分補給以外の飲食はできません） 

・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。 

 

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、予約はお受けしておりません。 

 

 

 来館時の注意 

募集 ●栄養セミナー 「食事と健康」      無料 

日 時：9/24（金） 13：30～15：30     

内 容：食生活が豊かになり、生活習慣病も増加して 

います。食の歴史から食生活の変化を学びます。    

申込み：8/31～ 

新型コロナウイルス感染症拡大防止のために予定が変更にな

る場合があります。詳しくはお問い合わせください。 

              

「いきいき百歳体操」 は  

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  

検索方法 大阪市ホームページ 🔍         

ここから 

探してね 

 

予告 9/29 初めてのスマートフォン LINE 体験教室         

10/5 初めてのスマートフォン オンライン体験教室 

詳しくはお問い合わせください。 

 

https://nishinari-shakyo.jp/
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★電   話★ 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 館★ 窓口にて申込み。 

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 

日 時：8 月 5 日（木）10:30～11:45 

8 月 6 日（金）10:00～11:15 

費 用：無料  

対 象：小学 3 年生以上の小学生と保護者 

※就学前児童の入室不可 

定 員：各日 12 組（先着順）  

申込み：インターネット、電話、来館 

楽しく学ぼう！ 

夏休み親子自由研究（環境編） 

身の回りの化学物質について「夏休みの自由研究」の 

ヒントとなるような、おもしろい実験を交えながら 

楽しく学び、人と環境にやさしい日常生活を考える 

体験型講座。 

あべのフィルムライブラリー 

『ヒロシマ・ナガサキ最後の二重被爆者』 

1945 年 8 月広島と長崎、両都市で被爆し核廃絶を 

訴え続けた山口彊さん。  

二度被爆をした姉弟の過酷な人生、長崎に住む 

2 名の二重被爆者。 

そして故山口彊さんの“遺志”を受け継いだ、娘、

孫、ひ孫の 3 代に渡る“継承”を描く。【90 分】 

日 時：8 月 26 日（木）10:00 開演（9:30 開場） 

費 用：無料 

対 象：どなたでも  

定 員：70 人（先着順） 

申込み：電話、来館 

あべのフィルムライブラリー 

特別上映会 

日 時：8 月 25 日（水）14:00～15:30 

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 

第 4 回 

あべのベルタ寄席 

講談師 旭堂南鱗さん、落語家 笑福亭学光さんを 

レギュラーに毎回ゲストを迎える寄席。 

第 4 回目のゲストは桂弥壱さん。 

 

 

平和の尊さ、大切さ、戦争の悲惨さを知る機会 

として開催します。 

費 用：無料  

対 象：どなたでも 

定 員：50 人（先着順）  

申込み：電話、来館 
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