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受講無料要申込“じんけん” いろは楽習
じゅこうむりょうようもうしこみ

がくしゅう

日　時 ： 12 月 3 日 （金）

　　　　　 10 時～ 11 時 30 分

講　師 ： 杉原　久仁子　氏

場　所 ： 西成区役所 4 階会議室

申込み ：①講座名②氏名③年齢 （何歳代）④住所⑤連絡先を、

　　　　　　FAX、 電話、 窓口でお知らせください

締　切 ： 11 月 26 日 （金）
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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。土足厳禁です。スリッパ等ご持参ください。 

西成区老人福祉センター 

センターの一般利用（バンパー、囲碁、将棋）、サークル活動、センター事業等を再開しました。 

利用に関しては、人数制限や時間制限がありますので、お気をつけください。 

また、サークルによっては日程が変更になっている場合がありますので、確認の上お越し下さい。 

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 

・館内での会話は控えめにしましょう。 

・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） 

 来館時の注意   

「いきいき百歳体操」        申込不要 

週２回程度、続けることが大事です。              

毎週 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）13：30～15：30 

場 所：老人福祉センター 

定 員：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             

●結核健診                  無料 先着順 

結核は決して過去の病気ではありません。早期発見、早期治

療が大切です。すすんで健診をうけましょう。 

レントゲン車で胸部レントゲン撮影をします 

日 時：12/3（金）13：30～15：00 

申込み：11/4（木）10：00～ （来館または電話）      

定 員：30 名程度  

●健康セミナー ～歯科セミナ～     無料 先着順       

 歯科医師によるお口に関する講演会です。 

日 時：12/7（火） 13：30～14：30 

場 所：老人福祉センター  

申込み：11/8（月）10：00～（直接または電話）  

定 員：25 名程度       

   ●健康セミナー～笑いと健康～   無料 先着順  

笑うことは免疫力を高め、ストレス解消にもなります。 

落語の DVDを見ながらその効果を実感してみましょう。 

日 時：12/22（水）13：30～15：00 

場 所：老人福祉センター       

申込み：11/24（水）10：00～  

定 員：25 名程度  （直接または電話） 

 

 
募集 

●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：12/8（水）・14（火）13：30～15：30（全２回） 

場 所：老人福祉センター 

申込み：11/19（金）10：00～ （来館または電話）     

定 員：20 名 程度  （２日とも参加できる方） 

ワクチン接種が２回 

済んでいても守ってね！ 

 
募集 

●初めてのオンライン 体験教室    無料 抽選 

日 時：12/10（金）13：30～15：30 

場 所：老人福祉センター 

定 員：１８名（応募多数の場合抽選） 

申込み：11/17（水）～12/1（水） 

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             

 
募集  

●ボッチャ体験講習会        無料 先着順 

パラリンピック正式種目のボッチャを体験してみませんか。

球の投げ方や試合の進め方を学んで、実際に試合を体験しま

す。初めての方もチャレンジしてみませんか。 

日 時：12/13（月）13：30～15：30 

場 所：老人福祉センター 

申込み：11/16（火）10：00～（来館または電話） 

定 員：１5 名 

 
募集  

 
募集 

 
募集 

 募集  
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○○開放DAYのご案内（バドミントン・卓球が楽しめます）○○

　　　開放DAYでは、通常予約制で貸出している体育場などを下記の日時のみ直接３階受付にて施設貸し（バドミントン・卓球のみ）

　　　としてご利用していただけます。ご利用開始60分前から当館３階受付にて整理券をお配りいたします（必ず2人1組以上でお並び

　　　ください）。ご利用開始15分前に券売機で「開放DAY」

　　　のご利用チケットを購入しフロントスタッフへお渡しください。

　　　※卓球台・コートには限りがあります。

★ 持ち物

室内シューズ・動きやすい服装　※ラケット・ボール・シャトルは貸出品の数に限りがございますのでご了承ください。

★ 料金（表記の各時間帯ごとに料金が発生いたします）

高校生以上　１回２００円 幼児（小学生未満）無料

小学生以上　１回１００円 障がい者(介護者含む）無料

※証明出来るものが必要です。

（価格は全て税込）

※新型コロナウィルス感染症の拡大防止に向けた対応に伴い、上記各イベントのスケジュールが急遽変更となる場合もござい

　ます。最新の状況やご不明な点につきましては施設までお問い合わせください。

駐車場（有料19台）・駐輪場あります。

南海本線「岸里玉出」駅より東へ徒歩約5分！

大阪メトロ四つ橋線「岸里」駅より南東へ徒歩約10分！

＜住所＞　西成区玉出東１－６－１

＜電話＞　０６－４３９８－１６０３

＜休館日＞　月曜日　※月曜日が祝日の場合は翌日が休館日

西成スポーツセンター

西成スポーツセンターからのお知らせ

「気功・太極拳」 「硬式テニス」 「卓球」 などの大人向け教室から、「ジュニアダンス」などの子ども向け教室まで

幅広く実施。皆様にあった教室がきっと見つかります！この機会に新たなチャレンジをしてみませんか？

10月 11月 12月

硬式テニス A 火曜日 30名 １７：３０～１９：００
5・12

19・26

2・9

16・30

7・14

21
11 ¥8,525

硬式テニス C 15名 １５：３０～１７：００
9・16

23・30

6・13

20・27

4・11

18・25
12 ¥9,300

硬式テニス D 30名 １７：３０～１９：００
9・16

23・30

6・13

20・27

4・11

18・25
12 ¥9,300

初心・初級者向け卓球 火曜日 15名 １５：３０～１７：００
5・12

19・26

2・9

16・30

7・14

21
11 ¥8,085

初心・初級者向け卓球 土曜日 15名 １５：３０～１７：００
9・16

23・30

6・13

20・27

4・11

18・25
12 ¥8,820

楽ラク健康づくり A １２：００～１３：２０
5・12

19・26

2・9

16・30
7・14 10 ¥5,100

楽ラク健康づくり B １３：３０～１４：５０
5・12

19・26

2・9

16・30
7・14 10 ¥5,100

気功・太極拳 水曜日 40名 ９：３０～１１：００
6・13

20・27

10・17

24

1・8

15
10 ¥6,320

健康体力アップ 木曜日 15名 １３：００～１４：２０
7・14

21・28

4・11

18・25
2・9 10 ¥5,100

健康体操 A １３：００～１４：２０
8・15

22・29

5・12

19・26
3・10 10 ¥3,980

健康体操 Ｂ １４：３０～１５：５０
8・15

22・29

5・12

19・26
3・10 10 ¥3,980

リラックスヨガ 土曜日 15名 １２：４５～１３：４５
9・16

23・30

6・13

20・27

4・11

18・25
4 ¥4,500

土曜日

火曜日 各18名

金曜日 各40名

時間
実施日

受講料実施回数教室名 曜日 定員

/月 /月

◆◆スポーツ教室（10～12月）のご案内◆◆

※一部の教室のみ記載。詳細は施設までお問い合わせください。

開催日程 開催時間帯

11月27日（土）
1回目 １０：００～１２：００

2回目 １２：３０～１４：３０
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