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●対象：乳幼児と保護者先着5組

●申込み：2日より受付

●参加費：無料

えほんタイム

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：3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会

●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玉出西公園ひろば

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！
みんなで楽しく、

外あそびで元気をチャージ★

●対象：乳幼児と保護者

●申込み：当日自由参加

●参加費：無料

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(金) 日(土) 日(土)

日(土)

クリーン作戦
午後1時30分～2時

午前11時～11時30分

午前9時30分～11時

わんぱくランド
午後3時30分～4時30分

伝承あそび

ふくわらいプラザのまわりをみんなで

きれいにしよう！

ひろーい体育館で

おもいっきり

あそぼう！

🐤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：13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

23日（土）

午前11時～11時30分

あげちゃおう！

もらっちゃおう！

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。

①午前10時30分～11時

②午前11時30分～12時

●対象：子育て中の方各回先着5組

●申込み：9月24日より受付

●参加費：無料

●対象：乳幼児と保護者先着10組

●申込み：受付中

●参加費：無料

日(水) 日(土)

オリジナルの「ふくわらい」を作って

遊ぼう‼面白い顔ができちゃうかも！

●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(水)

大型絵本や紙芝居、

手遊び・歌遊びを

楽しみましょう
秋物中心の譲渡会です。コロナ感染拡大

防止のため、二部制です。

●対象：乳幼児と保護者各回先着5組

●申込み：16日より受付

●参加費：無料

午後3時～4時30分

10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

午後1時30分～2時30分★雨天中止

午前10時30分～11時

えいごであそぼう
ハロウィンをテーマに、

音楽や遊びの中で

英語に親しんでみませんか

●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

午前10時45分～11時30分★雨天中止

①午前9時30分～②午前11時30分～

③午後1時30分～

日(土)日(木)

日(日)日(火)
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講座名 開催日 時間 受講料

健康体操 6月～10月　第2・4土曜日 14時～16時 計 7 回 無料

一筆画 6月～3月　 第3水曜日 14時～16時 計 10 回 実費

生花アレンジメント 11月・12月・3月 10時～12時 計 3 回 お花代実費

識字・日本語交流教室 年間　金曜日 19時～20時30分 計 37 回 無料

講座名 開催日 時間 受講料

ケーキ作り 12月 午前中 計 1 回 実費徴収

物づくり教室 9月 10時から12時 計 2 回 実費徴収

食育（講習と実施） 10月 午前中 計 1 回 実費徴収

（もと今宮小）　🏠天下茶屋１－１６－５　　📞６６５９－９７３４【区役所まで】
講座名 開催日 時間 受講料

今宮民踊部 年間　第2・4土曜日 19時～20時30分 計 24 回 月1,000円

（もと弘治小）　🏠花園北２－１６－２６ほか　　📞６６５９－９７３４【区役所まで】
講座名 開催日 時間 受講料

ヨガ教室 年間　毎週水曜日 20時～21時 計 45 回 月2,000円

編み物教室 年間　第2・4月曜日 13時30分～15時30分 計 20 回 月2,000円　材料費別

民踊教室 年間　第1・3土曜日 13時30分～15時 計 20 回 月1,500円

生け花教室 5月～3月　第2火曜日 14時～16時 計 10 回 月2,000円

絵画教室 9月～3月　第1・3火曜日 14時～16時 計 12 回 月2,000円

講座名 開催日 時間 受講料

盆点前 5月～3月　第4金曜日 18時30分～20時 計 8 回 年会費12,000円

書道 年間　第2土曜日 14時～16時 計 13 回 月1,500円

講座名

森のつみき広場

手作りおもちゃで楽しもう

みんなで踊ろう

絵手紙教室

フラワーアレンジメント教室

コーラス教室

講座名 開催日 時間 受講料

書のサロン 5月～3月　第2水曜日　8月12月お休み19時～20時30分 計 9 回 １回150円

フラワーアレンジメント教室 11月6日・令和4年3月5日 14時～16時 計 2 回 １回3,000円

男の料理教室 令和4年2月11日 11時～14時 計 1 回 材料費（800円程度）

実施回数

令和３年度　西成区生涯学習ルーム

講  座  一  覧

　　　　　　　　　　　　🏠…所在地（大阪市西成区内の小学校）　　📞…問合せ先

岸里小学校生涯学習ルーム　🏠千本北１－８－２２　　📞６６５９－２５７４【教頭先生まで】
実施回数

北津守小学校生涯学習ルーム　🏠北津守３－３－４０　　📞６５６８－０４１５【教頭先生まで】
実施回数

新今宮小学校生涯学習ルーム

実施回数

千本小学校生涯学習ルーム　🏠千本中２－８－８　　📞６６５９－９７３４【区役所まで】
実施回数

玉出小学校生涯学習ルーム　🏠玉出中２－１３－４８　　📞６６５９－２０００【教頭先生まで】

橘小学校生涯学習ルーム　🏠橘２－１－２９　　📞６６５１－０４５６【教頭先生まで】

実施回数

令和３年度につきましては、すべての講座が中止となりました。

◇ 参加方法 ◇

各講座の運営担当者より参加条件や費用･内容･空

き状況等について説明を受け、内容確認後に参加

となります。講座により条件が異なりますので、

詳しくはお問い合わせください。

◇ 「生涯学習ルーム」とは ◇

大阪市内の小学校の特別教室等にて、皆さんが参加で

きる講座を実施する取組みのことです。生涯学習推進

員等、市民ボランティアの皆さんが運営を行っており、

子どもから大人までたくさんの方が学んでいます。
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講座名 開催日 時間 受講料

レザークラフト 年間　第1土曜日 9時30分～12時30分 計 12 回 1回700円

レザークラフト 年間　第1土曜日 13時～16時 計 12 回 1回700円

パソコン 年間　第1火曜日、第3土曜日 13時～15時 計 24 回 1回500円

詩吟 年間　第2・4土曜日 13時～15時 計 24 回 1回1,000円
書道 年間　第2・4火曜日 13時～15時 計 24 回 1回500円

一筆画 年間　第2・4日曜日 13時～15時 計 24 回 1回2,000円

踊ろう会 5月～8月、10月～3月（不定期） 19時～21時 - 無料

講座名 開催日 時間 受講料

太極拳 毎週水曜日 19時～21時 計 45 回 月3,000円

陶芸教室 毎週火曜日　　　 13時～16時 計 80 回 月3,000円

講座名 開催日 時間 受講料
陶芸教室 年間　第1・3土曜日 13時30分～16時30分 計 22 回 月500円

ヨガ教室 年間　第1・3土曜日 16時30分～17時30分 計 22 回

1学期2,000円（8回）
2学期2,000円（8回）
3学期1,500円（6回）
※別途教材費2,000円、

社交ダンス 年間　第1・2・4月曜日 19時～21時 計 36 回
男性　月2,000円
女性　月3,000円

シニア社交ダンス 年間　第3月曜日 19時～21時 計 12 回 無料
松之宮社交ダンス教室 年間　毎週水曜日 19時～21時 計 48 回 月5,000円
コーラス教室 年間　毎週木曜日 19時～21時 計 48 回 月3,000円

詩吟教室 年間　毎週月曜日 18時30分～20時30分 計 48 回 月1,000円

フラワーアレンジメント教室 年間　第3金曜日 19時～21時 計 12 回 月3,500円
エイサー教室 年間　毎週火曜日 19時～21時 計 48 回 月1,000円
パソコン教室 年間　第1・3水曜日 18時30分～20時30分 計 48 回 1回200円 ※パソコン持参

和太鼓サークル絆 年間　 19時～21時 計 48 回 年会費1,000円

講座名
手話
絵本の読み聞かせ
書道
手芸
民謡
健康太極拳

☎06-6345-5000

☎06-6634-7951

☎06-6643-7010

・西成区生涯学習情報紙 まなびや ・総合生涯学習センター

天下茶屋小学校生涯学習ルーム　🏠聖天下１－１１－３５　　📞６６６１－８７４１【教頭先生まで】

実施回数

長橋小学校生涯学習ルーム　🏠長橋２－３－２１　　📞６５６１－４６９２【教頭先生まで】

実施回数

まつば小学校生涯学習ルーム　🏠梅南３－２－２５　　📞６６５１－３４２８【教頭先生まで】
実施回数

南津守小学校生涯学習ルーム　🏠南津守６－１－１４　　📞６６５９－３０００【教頭先生まで】

令和３年度につきましては、すべての講座が中止となりました。

◇生涯学習情報を探す◇ ◇大阪市立生涯学習センター◇ 

・大阪市生涯学習情報提供システム いちょうネット ・阿倍野市民学習センター　

スマートフォンやPCで講座・イベント検索、申込み、施設予約等。 　🏠大阪市阿倍野区阿倍野筋3-10-1-300　あべのベルタ3階

【発行】大阪市 西成区役所 市民協働課（7階73番窓口）　🏠大阪市西成区岸里1-5-20　☎06-6659-9734

区内の講座情報を掲載。区役所・区内施設等に設置、区HPでも公開中。 　🏠大阪市北区梅田1-2-2-500　大阪駅前第2ビル5・6階

・OSAKA生涯学習情報誌 いちょう並木 ・難波市民学習センター

市内の講座・イベント情報を掲載。市内施設や市営地下鉄主要駅に設
置。

　🏠大阪市浪速区湊町1-4-1　OCATビル4階

※現在、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、講座は休止

しています。 今後の感染状況を見ながら再開していきますので、

詳しくは各ルームへお問い合わせください。
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大阪市社会福祉 

研修・情報センター 
【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） 
 ♪図書・資料閲覧室の本紹介♪ 

「親の支配脱出マニュアル 心

を傷つける家族から自由にな

るための本」 
●藤木 美奈子/著 

●講談社 

大阪市社会福祉研修・情報センターでは 

福祉に関する図書、DVD・ビデオ、雑誌等を 

２週間以内に返却が可能な方であれば無料で借りることができます♪ 

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QRコード 
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〒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 

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。 

センターの開館状況、講座の開催につきましては、電話等でお問い合せください。 

また、「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、お電話でのお問い合わせ、各種相談は以下の時間帯でお受けしております。 

≪月曜日から土曜日 午前 10 時から午後 5 時≫ 

 
・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） 

・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ましょう。 

 

 来館時の注意 

「いきいき百歳体操」                
水曜日・金曜日  ①10：30～ ②11：15～  

感染予防対策のため人数制限をしています。 

※11：15～ が比較的空いています。 

●初めてのスマホ決済 体験教室      無料 抽選 

日 時 11/30（火）13：30～15：00 

場 所：老人福祉センター 

定 員：各１８名（応募多数の場合抽選） 

申込み：11/5（金）～11/19（金） 

申込方法：・来館の場合、63 円ハガキ持参 

   ・往復はがき郵送の場合、往復はがきに氏名、 

住所、年齢、電話番号を記入の上 締切日必着             

「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（YouTube 動画） 

https://www.city.osaka.lg.jp   

検索くらし → 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 → 百歳体操を始めよう 

※YouTube 動画を視聴するときは、Wi-Fi の利用をおすすめします。 

●園芸ボランティア体験講座  材料費要 先着順 

園芸に興味のある方、ボランティアに興味のある方募集。 

趣味を活かしてボランティア活動をしませんか？ 

日 時：①11/19（金）13：30～15：00 寄せ植え 

    ②11/20（土）14：00～ ボランティア作業体験 

場 所：①老人福祉センター 

②もと今宮小学校校庭 

申込み：10/20（水）10：00～（来館または電話） 

定 員：15 名（２日とも参加できる方） 

材料費：600 円程度 

●第２回 転倒予防教室               無料 先着順 

転倒予防に役立つ体操を学びます。 

初めての方優先 ※内容は 11/9・30 と同じ内容になります。 

日 時：12/8（水）・14（火）13：30～15：00（全２回） 

申込み：11/9（火）10：00～ （来館または電話）      

定 員：20 名 （２日とも参加できる方） 

●ウェルネスダーツ講習会           無料 先着順       

ダーツの投げ方、ゲームの進め方等を学びます。 

初めての方も安心して参加していただけます。 

日 時：11/13（土） 13：30～15：30  

申込み：10/19（火）10：00～ （直接または電話）        

場 所：老人福祉センター  

定 員：24 名       

 
予告 

   ●百歳体操ステップアップ講座  無料 先着順  

いきいき百歳体操に継続して参加している方      

日 時：11/5（金）または 11/18（木） 

13：30～15：30 

場 所：老人福祉センター       定 員：各 20 名程度 

申込み：10/4（月）10：00～ （直接または電話） 

※どちらか１日のみ  

 
募集 

 
募集  

 募集 

●第１回 転倒予防教室        無料 先着順 

寝たきりや認知症にならないために、転倒予防に役立つ 

体操を学びます 

日 時：11/9（火）・30（火）13：30～15：00（全２回） 

場 所：老人福祉センター 

申込み：10/12（火）10：00～ （来館または電話）     

定 員：20 名   （２日とも参加できる方） 

 
予告  

ワクチン接種済みでも 

守ってね！ 

 
募集 

https://nishinari-shakyo.jp/
i9752466
タイプライターテキスト
―８―




