2022

9

月

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

★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。

日(木)

午前10時30分
～12時

日(土)

午後1時30分～2時

日(火)

午前10時～11時30分

キッズ☆イングリッシュ クリーン作戦

わんぱくランド

ネイティブスピーカーの先生と
はじめる、とびきり楽しい
英語のレッスン♪♬

プラザのまわりを
みんなで
きれいにしよう！

広ーい体育館で
おもいっきりあそぼう！

●講師：Matt Kelleyさん
●対象：幼児と保護者
●申込み：受付中・先着5組
●参加費：無料

●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：受付中・各日先着10組
●参加費：無料

午前10時～12時

日(金)

日(土)

午後3時30分～4時30分

手づくり工作

プラバンを作ろう！
楽しくプラバンづくり！自分の
イラストをプラバンにしよう！
●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

日(土)

午前11時
～11時30分

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
24日（土）
午前11時～11時30分

日(土)

①午前10時～
②午後1時～

日(金)🐤ぴよちゃんネット🐤

ウォーキングレッスン
プロのモデルによるウォーキング体
験レッスン。日々の暮らしの中でも
できる、美しい身のこなしをマス
ターしましょう♬
●講師：ARIAさん
●対象：子育て中の方
●申込み：受付中・先着5名
●参加費：無料

日(土)

えほんタイム
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
●申込み：3日より受付・先着8組
●参加費：無料

日(木)

日(日)

午前10時30分
～11時

午前10時
～11時30分

ハーブと野菜

午後1時30分～2時30分

卓球教室

石けん作り

午後3時～4時30分

ハーブを使って
石けんを作ろう！

けん玉教室

●対象：小学生以上の児童
●申込み：４日より受付・各先着10名 ●対象：乳幼児と保護者
●申込み：受付中・先着5名
●参加費：無料
●参加費：300円
●持ち物：タオル、水筒

日(火)～

日(金)

日(金) 午前10時～12時

おたんじょうび会

手づくりあそび

アイアンガーヨガ
体験講座

みんなでお歌を歌って
お祝いしましょう♥

おやこで楽しむ
かんたん手づくり。

補助器具を使って初めてでも身体がか
たくても気持ちよくレッスンできます

●対象：乳幼児と保護者
●申込み：10日より受付、
各回先着8組
●参加費：無料

●対象：乳幼児と保護者
●申込み：13日より受付、
各回先着8組
●参加費：無料

●講師：Nancy Enslinさん
●対象：乳幼児の保護者
●申込み：9日より受付・先着10名
●参加費：無料

9月生まれさんの

①午前10時～②午後1時～

−４−

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〜木‣土曜日)
9：30〜19：00(金曜日)

「 ７０歳からは超シンプル調理で「栄

毎週金曜日の開館時間を午後 7 時まで延長！

養がとれる」食事に変える！ 高齢者

♪図書・資料閲覧室の本紹介♪

在宅栄養指導のスペシャリストが教える

【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）

ク ラ ス名

開 催 日

ひとり暮らし、料理苦手でもＯＫ！」
●塩野崎 淳子 ほか/著
●すばる舎

開催時間

土曜日クラス
（３日間）

水曜日クラス
（３日間）

■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
−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。講座等に参加の方も登録を
お願いします。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
引き続きご協力をお願いします

〒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。

鼻マスクは厳禁です！

・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）
・体調が優れない場合は、施設のご利用を控えていただくようお願いします
※各種、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。
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≫
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・変更になる場合があります。

募集

ティータイムコンサート

無料 先着順

募集

第１回ボッチャ広場 （ 体験 ） 無料 先着順

アヤカルテットの皆さんによるフルートと弦楽器の

ボッチャは、障がいのある方も子どもも高齢者も、

楽しいミニコンサートです。午後のひととき、懐か

みんなができるユニバーサルスポーツです。

しい音楽をお楽しみください。

初めての方も楽しく体験してみませんか？

日

時：10/4（火）13：30～15：00

日

時：10/11（火）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：30 名程度（先着順）

定

員：20 名程度（先着順）

申込み：9/5（月）10：00～

申込み：9/13（火）10：00～

（来館または電話にて本人申込み）

募集
対

百歳体操ステップアップ講座

（来館または電話にて本人申込み）

無料 先着順

象：いきいき百歳体操に継続して参加している方

いつもの百歳体操を長谷川先生の指導でワンランク
アップさせましょう。
日

時：10/13（木）又は 27（木）<どちらか１日>

場

所：老人福祉センター

定

員：各 20 名程度（先着順）

なせるようになるための教養講座です。
（※操作方法を学ぶ講座ではありません）
時：9/29（木）13：30～15：00

申込み：・来館の場合、63 円ハガキ持参
・往復はがきの場合、＜氏名、住所、年齢、
電話番号＞を記入の上郵送 締切日必着！

各曜日３回やってます

水曜日・金曜日

受付中 のこぎり演奏会

① 10：15～ ②10：55～ ③11：35～
参加は登録制ですので「新規の方」や
「時間、曜日の変更」などは、必ず事務室に
お知らせください。

無料 抽選

申込み期間：9/2（金）～9/16（金）

申込み：9/12（月）10：00～（来館または電話）

毎 週

新スマートフォン講座

「スマホの新しい常識」を学び、より賢く使いこ

日

10：30～正午

「いきいき百歳体操」

募集

無料 先着順

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。
日

時：9/20（火）13：30～15：00

定

員：25 名程度

申込み：受付中

−６−

（先着順）

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

スリ足から始めて、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。

日

時：9 月 13 日～11 月 22 日
第 2・4 火曜日 10:00～11:30 全 6 回
費 用：9,000 円（全 6 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

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、
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：10 月 17 日～12 月 19 日 毎週月曜日
10:00～12:00 全 10 回
費 用：14,000 円
対 象：英語レベル初級の方
（中学 2 年生程度の語彙力）
定 員：20 人（先着順）
申込み：インターネット、電話、来館

令和 4 年 11 月に実施予定の日商簿記検定 3 級
検定の受験を考えている方、再挑戦を考えている方、
初めてスペイン語を学ぶ方向けの講座です。

金曜の夜に阿倍野で学びませんか？

スペイン語圏の国々の文化に触れながら、会話や表現、

講師作成のプリントを解き、わからないところは

文法を学びます。

講師に徹底的に聞いて、本番当日を迎えましょう。
※入門講座ではありません。
日 時：9 月 30 日～11 月 18 日 毎週金曜日
19:00～21:00 全８回
費 用：受講料 13,600 円（全 8 回分）
教材費 1,000 円
対 象： 簿記 3 級の学習経験者
（決算・財務諸表の作成まで）
定 員：25 人（先着順）
申込み：インターネット、電話、来館
持ち物：電卓、筆記用具、ノート

日

時：9 月 28 日～1 月 25 日 毎週水曜日
※11 月 23 日、12 月 28 日、1 月 4 日は
休講 10:00～12:00 全 15 回
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

★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

窓口にて申込み。

館★

−７−

