
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 ： 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（木曜日）

日 程 ： １１月１１、２５日、1２月 ２、１６日、

１月１３、２７日、 2月３、１７日、

３月３、17日

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。

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では、7月26日（月）から

空室の先着申込みやキャンセル待ち申込みが、8月26日（木）から抽選申込みが

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。



〒557-0033 西成区梅南1-2-6 ☎・FAX 06-6658-4528

2021

●対象：乳幼児と保護者先着5組

●申込み：6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：7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

「るんるん絵本の会」

読み聞かせ
ベビーマッサージ ♪心と体をゆるめて深呼吸♪

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！

●対象：乳幼児と保護者先着10組

●申込み：受付中

●参加費：無料

アロマの香りの中で、

やさしくやさしくスキンシップ

●対象：乳児と保護者先着5組

●申込み：受付中

●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1時30分～3時

手づくり工作

ミニ絵本づくり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：10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

27日（土）

午前11時～11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。

●講師：香港呉式太極拳講師/英国式リフレクソロジスト

植田るみさん

●対象：子育て中の方先着5名

●申込み：受付中

●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(金)・ 日(火)

●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

●対象：乳幼児と保護者各回先着5組

●申込み：13日より受付

●参加費：無料

午後3時～4時30分

11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

午前10時30分～11時30分 午前10時30分～12時 午前10時30分～12時

①午前9時30分～②午前11時30分～

③午後1時30分～

日(土) 日(日)

日(土)

日(木)日(土)

たくさんの絵本にかこまれながら

自分だけの“ミニ”絵本を作ろう！

ご家庭でもできる「セルフケア」を学ん

で心と体をリフレッシュしましょう♬
絵本ボランティアの皆さんの

楽しい読み聞かせタイム

i9752466
タイプライターテキスト
　―４―



 

申込締切 １１月２日（火）  

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♪ 

「生きづらさの生き方ガイド 
不登校・ひきこもり・発達障害・Ｌ

ＧＢＴＱ＋ 本人・家族の本音と

困りごと別相談先がわかる本」 
●大橋 史信 岡本 二美代 /共著 

●日本法令 

第２部 映画「ケアニン～こころに咲く花～」

上映会 

午後２時３０分～ 

 

 

施設名：アミコ愛・あい・東加賀屋 

午後２時３０分～ 

大阪市では、福祉・介護の仕事に従事されている 

方々から、仕事で出会った『すてきなエピソード』を 

募集しています。 

 

きらめき大賞２０２１表彰式では 

ご応募いただいた体験談の中から、選考の結果 

特に素晴らしいエピソードとして受賞された 

５人の方に、賞状の授与を行います。 

第１部 表彰状授与式 

各受賞作品についての報告 

午後１時３０分～ 

 

『ケアニン～こころに咲く花～』 

定員３７人 (申込多数の場合は抽選) 

◆お問い合わせ・お申込みはこちらまで 

TEL：０６-４３９２-８２０１ 

 

【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） 

i9752466
タイプライターテキスト
―５―



  

                        

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★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 

¡ Hola !から始めるスペイン語 

-初級スペイン語講座- 

 スペイン語は世界で 4 億人を超える人が話す 

言葉です。そんなスペイン語を初めて学ぶ方 

向けの、初級講座です。スペイン語圏の国々の 

文化や話題にふれながら、会話や表現、文法を 

学びます。 

日 時：11 月 4 日～令和 4 年 2 月 24 日 

（12 月 30 日、1 月 6 日は休み） 

毎週木曜日 10:00～12;00 

費 用：受講料 27,000 円（全 15 回分） 

テキスト代 1,980 円 

対 象：どなたでも 

定 員：15 人（先着順） 

申込み：インターネット、電話、来館 

阿倍野区子ども・子育てプラザ 連携事業 

「笑顔の子育て」のヒントを 

一緒に見つけませんか♪ 

日 時：11 月 25 日（木）10:00～12:00 

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【11 月】 

「海峡をつなぐ光」 

飛鳥時代に推古天皇が拝んでいたとされる国宝の 

仏具「玉虫厨子」。さらに新羅時代の「玉虫馬具」

が、韓国慶州 古墳皇南大塚から出土した。 

これら歴史的美術品の復元プロジェクトが日韓両国

の職人によりスタートし、完成。 

その仕事場に在日 4 世の入矢麻衣が、日韓の架け橋

になるべく訪れる。玉虫厨子と玉虫馬具に秘められ

た歴史ロマンに迫る。（65 分） 

コロナ禍にあっても日々の子育ての中に笑顔が 

増えるコツやヒントなどについて、講師から 

アドバイスをいただきます。 

質問の時間も設けていますので、一緒に楽しく 

お話してみませんか？ 

日 時：11 月 20 日（土）10:00～12:00 

費 用：無料 

対 象：小学 3 年生ぐらいまでの子どもの保護者、

子育て支援にかかわる方、関心のある方  

定 員：50 人（先着順）  

保 育：1 歳～ ※要事前申込 

申込み：インターネット、電話、来館 

日 時：12 月 17 日～令和 4 年 3 月 4 日 

   （12 月 31 日、2 月 11 日は休み） 

毎週金曜日 10:00～12:00 

費 用：14,000 円（全 10 回分） 

対 象：どなたでも  

定 員：15 人（先着順）  

申込み：インターネット、電話、来館 

やさしいネイティブ English 

日本語も話せるネイティブスピーカーのアメリカ人

講師による、英語講座です。 

ワークシートを中心に、文法も交えながら 

初級レベルの英語を学んでいきます。 

みんなでコミュニケーションしながら、ゆっくり 

学びましょう。 

i9752466
タイプライターテキスト
―６―


