大阪市立西成スポーツセンター・屋内プールからのお知らせ

子ども水泳教室

ちびっこ集まれ！

「水慣れコース」
只今参加者募集中‼
教室名

内容

曜日

まったく泳げないお子様向けに、水の中
水～金
水慣れコース での移動や顔つけなどを行って、水に慣
れることから始めるクラスです。
土

時間
15:30～16:30

対象

定員

受講料（施設利用料別）

2歳半～

各20名

各7,360円
（2カ月間計8回レッスン）

14:30～15:30

※施設利用料￥350×受講日数分が別途必要となります（5歳以下のお子様は施設利用料がかかりません）。

回数券・定期券がお得！

屋内プール施設利用料金表
対象
子ども6歳以上16歳未満

1回券

350円

回数券（11枚） 定期券(1ヵ月）

3,500円

2,450円

通いやすく続けやすいシステムです！

（税込）
（価格は全て税込）

＜申込方法＞
お電話での受付は致しておりません。ご来館の上直接お申し込みください。
①フロントにて空き状況をご確認頂き、券売機で「子ども水泳教室」のチケットをご購入ください。
②同チケットをフロントにご提出頂き申込用紙をご記入ください。
※水着・帽子・ゴーグルの指定はございません。
※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！

大阪市立
西成スポーツセンター・屋内プール
＜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

―４―

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♪

【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）

「アドラー心理学見るだけノート
「人生がうまくいかない」が１００％
解決する」
●小倉 広／監修
●宝島社

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。

―５―

西成区老人福祉センター
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。
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

〒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

・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。

無料 抽選
募集 初めてのスマホ体験教室
～シンプルスマホ アンドロイド編 ～

募集 百歳体操ステップ アップ講座 無料 先着順

スマートフォン初心者の方。基本的な操作や日常生活
に役立つ使い方を学びます。スマートフォンは一人一
台貸出します。
日 時：6/17（金）13：30～15：30

いつもの百歳体操を長谷川先生の指導でワンランク

場

所：老人福祉センター

定

員：20 名（応募多数の場合抽選）

申込み期間：5/24（火）～6/7（火）

対

象：いきいき百歳体操に継続して参加している方

アップさせましょう。
日

時：6/9（木）又は 6/23（木）<どちらか１日>
10：30～正午

場

所：老人福祉センター

定

員：各 20 名程度

申込み：5/9（月）10：00～（来館または電話）

申込方法：・来館の場合、63 円ハガキ持参
・往復はがきの場合、往復はがきに、＜氏名、住所

無料 若干名

募集

年齢、電話番号＞を記入の上郵送 締切日必着！

空き家・住まいのお困りごとなんでも相談セミナー

膝痛や転倒による骨折は日頃の簡単な運動で予防が可能で

各種の「空き家」の対策から、住宅改修、住宅処分、一人
暮らしの方の家の探し方まで、どんな小さな相談にも不動
産の専門家が丁寧にお答えします。

す。
「転倒予防に役立つ体操」を学びます。

日

時：5/12（木）13：30～15：00

日

場

所：老人福祉センター

定

員：２０名程度

受付中

転倒予防教室

無 料 若干名

時：5/10（火）
・5/24（火）
〈２日連続講座〉
13：30～15：00

申込み：4/20（水）10：00～（来館または電話）
受付中

のこぎり演奏会

無料 若干名

心地よい素敵な音色で楽しいひと時を過ごしましょう。

知れば楽しい漢字の話

時：5/17（火）13：30～15：00

日 時：5/26（木）13：30～15：00

「いきいき百歳体操」

受付中

４ 月 １ 日 よ り 時間帯が変更になりました

レントゲン車で胸部レントゲン撮影をします。

毎週

無料

《漢字で脳トレ》楽しく遊びながら漢字の魅力を
再発見！脳が活性化しますよ。

〈いちもんじ らく乃〉さんによる楽しい演奏会です。

日

受付中

結核健診

無

料

日 時：5/13（金）13：30～15：00

水曜日・金曜日

対

象：６０歳以上の区民の方対象

①10：15～ ②10：55～ ③11：35～

申込み：受付中

新規の方は必ず事前にお申込みください。

※定員に達していない場合は当日の受診も可
―６―

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

やさしいネイティブ English

阿波踊り教室

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

大阪で美しく品の良い「女踊り」、ユーモラスで
豪快な「男踊り」を一緒に練習しましょう。
本場徳島の、本格派の踊り方を練習します。

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。

日 時：5 月 16 日、5 月 30 日、6 月 6 日、
6 月 20 日、7 月 4 日 すべて月曜日
10:00～12:00 全 5 回
費 用：5,000 円（全 5 回分）
対 象：どなたでも
定 員：25 人（先着順）
申込み：インターネット、電話、来館

日

時：6 月 3 日～8 月 5 日 毎週金曜日
10:00～12:00 全 10 回
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

あべのフィルムライブラリー
第１集
第２集

『地球白書』

阿倍野市民学習センター

大量消費との決別
巨大都市 未来への選択

YouTube チャンネルのご案内

先進諸国での資源の消費は、地球の再生能力や浄化

阿倍野市民学習センター公式チャンネルでは、

能力をはるかに超えた形で行われている。地球と

あべのグループフェスティバル 2022 当日の

共存しながら発展し続けるために大量消費と決別

作品展示の様子やあらかじめ収録した歌や踊り、

し、経済の仕組みの大変革を迫られた先進諸国の

楽器演奏などのグループ発表の動画を YouTube

新たな取り組みを見つめる。２０２０年に世界人口

にて随時公開しています。またセンター主催の講座

の４分の３が都市に集中すると予測される今日、次

（阿波踊り、琉球舞踊など）の動画も公開しています。

の世代にどんな地球環境を残せるか。地球との共存

是非ご覧ください。

を目指す様々なチャレンジを紹介する。(118 分)

YouTube にて

日 時：5 月 26 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

★電

話★

「阿倍野市民学習センター」を検索、
もしくは右の QR コードから
公式チャンネルへ。

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★

―７―

