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唄、うたいましょう
～区民センター人気の講座 ワンコイン講座～

日 程 ： 4月11日25日、5月9日23日

6月13日27日 （月2回月曜日）

時 間 ： 10：00～11：30

参加費 ： 1回500円

対 象 ： どなたでも

定 員 ： 100名

場 所 ： 区民センター ホール

※ 無料見学はできません。
1回ごとの参加費をお願いします。

※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

筆ペンで野の花を描く

日 程 ： 4月13日、5月11日、6月8日

（月1回水曜日）

時 間 ： １３：３０ ～ １５：３０

対 象 ： どなたでも

定 員 ： ２0名（先着順）

持ち物 ： ※初回

筆ペン（薄墨）・下敷き（書道用）
※2回目以降
筆ペン（薄墨）・下敷き（書道用）
絵具と絵筆（お持ちのもので可）

～季節の野の花を楽しく描きませんか～

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、令和3年7月26日（月）から

インターネットからの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

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。） また、 12月20日（月）

午後3時より、施設使用料等のコンビニエンスストアでのお支払いが可能となっています。

（なお、コンビニエンスストアでのお支払いには、インターネットからのお申込みが必要です。）
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としょかん通信 

定例の催し 

 

●乳幼児向け おはなし広場 

 “すくすく”（毎月第４木曜日） 
日 時 3 月 2４日 11:00～11:30   

0～3 歳児むけの絵本をいっしょに楽しみます。 

 

場 所 西成図書館 絵本コーナー 

申込み 前日 12 時までに、窓口または電話受付 

●読書会（毎月第４金曜日） 

日 時 ３月 2５日 10:00～11:00 

場 所 区民センター 会議室 2-1 

３月のテキスト 

『花になるらん-明治おんな繁盛記-』  

玉岡 かおる 著 

※本は図書館でご用意します。 

。 

●おたのしみ会（毎週土曜日）絵本の読み聞かせや紙芝居などをします。 

 

日 時 3 月５日、1２日、1９日、2６日  15:00～15:30 

対 象 幼児・小学生 

場 所 西成図書館 絵本コーナー 

申込み 前日 12 時までに、窓口または電話受付 

西成絵本の会のみなさんによる絵本の読み聞かせなど、 

楽しいお話がいっぱいのイベントです。 

日 時 3 月 2２日（火） 11:00～11:45   対 象 小学生、幼児と保護者 

場 所 区民センター会議室 ２－1    

定 員 15 名（申込み先着順）  申込み 前日 12 時までに、窓口または電話受付。  

 

移動図書館まちかど号 

 

おたのしみ会 春の特別版 

巡回日・場所 

・3 月 ８日(火) 10:00～10:50 
北津守小学校体育館前（北津守３-３）  

    ・3 月 1０日(木) 13:00～14:00  
          南津守小学校通用門（南津守 6-1） 

問合せ 中央図書館 自動車文庫 電話：6539-3305 

 

 

 

＜問合せ＞ 

西成図書館（区民センター3 階） 

西成区岸里 1-1-5０ 

電話：６６５９－２３４６ 

https://www.oml.city.osaka.lg.jp/ 
※行事は、新型コロナウイルス感染拡大の状況によっては、

中止または延期する場合があります。 

https://www.oml.city.osaka.lg.jp/
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〒557-0033 西成区梅南1-2-6 ☎・FAX 06-6658-4528

2022

手づくりあそび
おやこで楽しむかんたん手づくり。

3月はこむぎこねんどで遊びます。

●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

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～

●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

●持ち物：タオル、水筒

けん玉教室

卓球教室

大型絵本や紙芝居、

手遊び・歌遊びを

楽しみましょう

こわれたおもちゃを、おもちゃド

クターが診察・治療してくれます
＊当面お預かりのみの対応とさせていただきま

す。

＊部品代等の実費が必要になる場合もあります。

●対象：乳幼児と保護者

●申込み：12日より受付・先着5組

●参加費：無料

子育てコンシェルジュ

相談会
子ども・子育てコンシェルジュさんに

気になることをなんでも

相談してみましょう

午後3時～4時30分

●対象：乳幼児と保護者

●申込み：10日より受付・先着5組

●参加費：無料

3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

わんぱくランド
広ーい体育館で

おもいっきりあそぼう！

あげちゃおう！

もらっちゃおう！
恒例となりました「あげもら」です。

春の準備に役立つものが見つかるかな？

●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(土)

●場所：西成区老人福祉センター

●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

●対象：乳幼児と保護者

●申込み：17日：3日より、29日：15

日より受付・各日先着10組

●参加費：無料

日(金) 日(土)

日(火)～ 日(金)日(土)

日(日)

日(木)・ 日(火)

日(水) 日(土)

日(金)

日(土)

日(土)

オセロ大会

午前9時30分～11時 ①午前10時30分～11時

②午前11時30分～12時

午前11時～11時30分

午後2時～4時

えいごであそぼう！
老人福祉センターで

オセロの達人と対戦しよう！

🐤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

●申込み：3日より受付・先着5組

●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

26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～

おもちゃ病院

●対象：どなたでも

●申込み不要●参加費：無料

午後2時～4時

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。

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！

●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

午後1時30分～2時30分★雨天中

午前10時～10時30分

●対象：乳幼児と保護者先着５組

●申込み：受付中

●参加費：無料

音楽や遊びの中で

英語に親しんでみませんか

🌷春物中心🌷
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