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♪

「コーチングよりも大切な
カウンセリングの技術」
●小倉 広/著
●日経ＢＰ日本経済新聞出版本部

介護実習講座

■内

容

■受講対象
■参 加 費
■場
所

●お申込み

１日目：介護保険制度、移動・車いすの使い方
２日目：高齢者の心と身体の変化、食事介助、着脱介助
３日目：認知症の理解、ベッド上での体位変換、清潔介護
大阪市内に在住・在勤・在学の方で、高齢者の介護に関心があり、指定された
日程を休まず受講できる方。※今までにこの講座を修了された方はお申し込みいただけません。
５００円（資料代、保険代等） 受講当日に現金で申し受けます。
大阪市社会福祉研修・情報センター 介護実習室

大阪市社会福祉研修・情報センター 企画研修担当までお電話ください。
TEL：０６-４３９２-８２０１

新型コロナウイルス感染症の拡大状況によっては、中止又は延期する場合があります。予めご了承ください。
―７―

西成区老人福祉センター
〒557-0033 大阪市西成区梅南 1-4-27

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。

☎ 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

館内は土足厳禁です。スリッパ等ご持参ください。

来館時の注意

・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
・密を避け、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）

鼻マスクは厳禁です！

・一般利用（バンパー、囲碁、将棋）は時間制限をしています。

お電話でのお問い合わせ、申込み、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≫

※申込みは「来館「電話」とも本人の申込みに限ります。【申込書】は切り取らずにお出しください。
センターの利用、サークル活動、イベント等は新型コロナウイルス感染症の影響により中止になる場合があります。

転倒予防教室

募集

結核健診

募集

無 料 先着順

無料 先着順

日頃の簡単な運動で、寝たきりにならないよう「転倒予防

結核は決して過去の病気ではありません。

に役立つ体操」を学びます。

早期発見早期治療が大切です。レントゲン車で胸部レント

日

ゲン撮影をします。この機会に是非お申込みください。

時：5/10（火）
・5/24（火）２回連続参加できる方

日 時：5/13（金）13：30～15：00

13：30～15：00
場

所：老人福祉センター

場

所：老人福祉センター

定

員：20 名程度

（先着順）

定

員：30 名 程度 （先着順）

申込み：4/11（月）10：00～

対

象：６０歳以上の区民の方対象

申込み：4/4（月）10：00～

（来館または電話にて本人申込み）

（来館または電話にて本人申込み）

募集

のこぎり演奏 会

無料 先着順

※定員に達していない場合は当日の受診も可

心地よい素敵な音色で楽しいひと時を過ごしましょう。
〈いちもんじ らく乃〉さんによる楽しい演奏会です。

募集

認知症予防教室

無料 先着順

日

時：5/17（火）13：30～15：00

懐かしい思い出と語り合う「回想法」。

場

所：老人福祉センター

昔のことを思い出すことで「脳の活性化」を図りま

定

員：20 名程度

す。あの良き時代を一緒に振り返ってみませんか。

（先着順）

申込み：4/19（火）10：00～
（来館または電話にて本人申込み）

「いきいき百歳体操」

日

時：5/20（金）13：30～15：00

場

所：老人福祉センター

定

員：25 名程度（先着順）

申込み：4/20（水）10：00～
（来館または電話にて本人申込み）

４月１日より時間帯が変わります。

毎 週 水曜日・金曜日

募集

知れば楽しい漢字の話

無料 先着順

①10：15～ ②10：55～ ③11：35～

《漢字で脳トレ》楽しく遊びながら漢字の魅力を再発見！

参加人数が増え、定員 25 名程が維持できなくなってき

脳が活性化しますよ。

ましたので「1 クール」増やして開催します。

日 時：5/26（木）13：30～15：00

現在参加の方には「希望調査」を実施し人数調整を行い

場

所：老人福祉センター

ました。

定

員：20 名 程度 （先着順）

ご自分の参加する時間帯を確認しておこしください。

申込み：4/26（火）10：00～
（来館または電話にて本人申込み）

新規の方は、必ず事前にお申込みください。

―８―

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

¡Vamos！ゼロから始めるスペイン語

琉球舞踊教室

スペイン語は世界で 4 億人を超える人が話す言語

沖縄の伝統芸能である琉球舞踊は、18 世紀から
19 世紀に栄えた琉球王国の宮廷舞踊として発展し、
主に外交や中国から使者をもてなす際に踊られて
きました。
すり足からはじめて、基本の動きや所作を学びます。
三線の音にのせて、楽しく踊りましょう。

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：4 月 14 日～7 月 28 日 毎週木曜日
（5 月 5 日は休み）10:00～12:00
費 用：受講料 27,000 円（全 15 回分）
教材費 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

日 時：4 月 26 日～8 月 9 日 第 2・第 4 火曜日
10:00～11:30
費 用：12,000 円（全 8 回）
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

あべのフィルムライブラリー

第８回

あべのベルタ寄席

『故宮～至宝が語る中華五千年～』
第５集
第６集

講談師旭堂南鱗さん、落語家笑福亭學光さんを

仏の道はるか～五故一六国・北魏～
長安の春～隋・唐～

レギュラーに毎回ゲストを迎えてお送りする

『故宮 〜至宝が語る中華五千年〜』（こきゅう〜し

あべのベルタ寄席。

ほうがかたるちゅうかごせんねん〜）は 1996 年の

第 8 回目のゲストは

1 月から 1997 年の 3 月にかけて NHK 総合テレビ

笑福亭伯枝（しょうふくていはくし）さん。

の「NHK スペシャル」枠で放送された、「故宮文物」
を主人公に、5000 年の中国文明を語るハイビジョ

日

時：4 月 27 日（水）14:00～15:30
（13:30 開場予定）
費 用：無料
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

★電

話★

ン大型ドキュメンタリーである。(118 分)
日 時：4 月 28 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

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

窓口にて申込み。

館★

―９―

区内の生涯学習関連施設
※阿倍野市民学習センター含む

大阪市社会福祉研修・情報センター

大阪市立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

西成障害者会館

西成区老人福祉センター
西成区子ども・子育てプラザ

西成区在宅サービスセンター
はぎのさと（別館）

生涯学習センターホームページ

西成区役所
西成区在宅サービスセン
ター はぎのさと（8 階）

西成区民センター
（1 階・2 階）
西成図書館（3 階）

西成スポーツセンター

―10―

