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

手づくりあそび
おやこで楽しむかんたん手づくり。

10月はハロウィンの

かざりを作ります

●対象：乳幼児と保護者

●申込み：11日より受付、各回先着8組

●参加費：無料

①午前10時～②午後1時～

けん玉教室

卓球教室

●対象：小学生以上の児童

●申込み：2日より受付・各先着10名

●参加費：無料

●持ち物：タオル、水筒

えいごであそぼう！

●対象：乳幼児と保護者

●申込み：9日より受付・先着8組

●参加費：無料

日(金) 日(日)

午前10時30分

～11時

午後1時30分～2時

クリーン作戦
プラザのまわりを

みんなで

きれいにしよう！

広～い体育館で

思いっきり遊ぼう！

🐤ぴよちゃんネット🐤

●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)

●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：子育て中の方

●申込み：受付中・先着8組

●参加費：無料

●対象：乳幼児と保護者

●申込み：15日より受付、

各回先着8組

●参加費：無料

みんなでお歌を歌って

お祝いしましょう♥

10月生まれさんの

おたんじょうび会

日(土)
①午前10時～

②午後1時～

絵本や音楽、

ダンスなどを楽しみながら

「えいご」に親しもう！

★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。

2022

10月

午後1時30分～2時30分

午後3時～4時30分

えほんタイム

日(土)

●対象：乳幼児と保護者

●申込み：1日より受付・先着8組

●参加費：無料

大型絵本や紙芝居、

手遊び・歌遊びを

楽しみましょう

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

22日（土）

午前11時～11時30分

午前10時30分

～11時30分

日(土)

午前11時

～11時30分

日(日)

わんぱくランド

日(金) 日(木)

伝承あそび

午後3時30分

～4時30分

「童謡百人一首」で

あそぼう！

午前10時～

11時30分

午前10時30分

～11時

日(水)
午前10時

～11時30分

日(火)～ 日(金)

秋冬物中心の交換会です♪

なんでもあげちゃおう！

もらっちゃおう！

●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

●対象：小学1年生～6年生

●申込み：受付中・各先着10名

●参加費：無料

●持ち物：水筒、タオル、体育館シューズ

午後1時30分～2時30分

キッズテニス〈PLAY＆STAY〉

午後3時～4時30分

キッズバドミントン

日(日)

日(土)

●対象：乳幼児と保護者

●申込み：受付中・先着8組

●参加費：無料

こどもの歯の健康講座
歯科衛生士さんに

こどもの歯について

なんでもご相談いただけます

i9752466
タイプライターテキスト
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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) 

 

 

【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♪ 

「大切な人を亡くした人の 

気持ちがわかる本  

グリーフケア理解と接し方」 
●高橋 聡美/著 

●法研 

毎週金曜日の開館時間を午後 7時まで延長！ 

大阪市社会福祉研修・情報センターでは 

福祉に関する図書、DVD・ビデオ、雑誌等を 

２週間以内に返却が可能な方であれば無料で借りることができます♪ 

DVD 「朝が来る」 
「誰も断らない 

こちら神奈川県座間市生活援護課」 

お電話で図書・ＤＶＤの予約も承ります 

問合わせ先／☎06-4392-8233 

i9752466
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★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 館★ 窓口にて申込み。 

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 

第 11 回 あべのベルタ寄席 

日 時：11 月 25 日～令和 5 年 3 月 17 日 

毎週金曜日 19:00～20:30（全 15 回） 

※12 月 30 日、3 月 3 日は休講 

費 用：受講料 22,500 円（全 15 回分） 

    教材費 440 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 

持ち物：動きやすい服装、タオル、飲み物 

お仕事帰りのナイトヨガ 

準備運動からはじまり、アーサナ（ポーズ）、呼吸法、 

瞑想までレッスンします。 

運動が苦手な方、初心者も安心して受講できます。 

手足の冷え・むくみ対策や目の疲れ・肩こり・頭痛・

腰痛緩和に効果的です。 

講談師 旭堂南鱗さん、落語家 笑福亭学光さんを 

レギュラーに毎回ゲストを迎えてお送りする寄席。 

第 11 回目のゲストは笑福亭枝鶴さん。 

日 時：10 月 26 日（水） 

14:00～15:30（13:30 開場） 

費 用：1,200 円 

対 象：どなたでも  

定 員：70 人（先着順） 

申込み：インターネット、電話、来館 

日 時：10 月 30 日（日）13:30～15:30 

費 用：無料 

対 象：不登校の状態にある子どもの保護者、支援者  

定 員：50 人（先着順） 

申込み：インターネット、電話、来館 

不登校の子どものこころとからだ 

不登校の状態にある子どもの保護者を主な対象に、 

不登校の子どもの「こころ」と「からだ」に 

なにがおこっているのかを、豊かな臨床経験を有する 

児童精神科医を講師に招き講演します。 

不登校の子どもへの理解を深め、具体的な支援方法に

ついて学びます。 

あべのフィルムライブラリー【10 月】 

「夢その先にみえるもの」 
日本人サラリーマンとギニア人医師の友情 

４年３ヶ月間の有給休暇を認められ、夢であった 

自転車世界一周の旅に出た坂本氏。彼はギニア共和国

の小さな村でマラリアと赤痢を併発し死線を彷徨う。 

男の命を救ったのは３日前に知り合ったばかりの村人

たちだった。 

世界一周を成し遂げた坂本は７年後、恩返しのプロジ

ェクトを開始。現地の人々と寝食をともにして井戸を

完成させる。国際交流・異文化理解をテーマにした 

ドキュメンタリー。（83 分） 

日 時：10/27（木）10:00～12:00 

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 

i9752466
長方形

i9752466
タイプライターテキスト
 10月27日（木）10:00～12:00
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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。 

講座やイベントに参加の方も利用登録が必要です。  

館内は土足厳禁です。スリッパ等ご持参ください。 

西成区老人福祉センター 

※各種申込みは「来館」「電話」とも本人の申込みに限ります。 

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≫ 

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。 

・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） 

・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 

 来館時の注意   

「いきいき百歳体操」  

毎  週 水曜日・金曜日 

➀10：15～  ②10：55～  ③11：35～ 

鼻マスクは厳禁です！ 

地域デビュー講座     無料 先着順      

地域社会活動に一歩踏み出すためのポイントや地域

活動の取り組みを紹介します。 

日 時：10/29（土）13：30～15：00 

場 所：老人福祉センター   

（後日、地域活動の見学予定もあります。）  

定 員：20 名程度 

対 象：市内在住の方（年齢不問） 

申込み：10/1（土）10：00～（来館か電話にて本人申込み） 

引き続きご協力をお願いします  

   

   第 2回ボッチャ広場（体験）無料 先着順 

ボッチャは、障がいのある方も子どもも高齢者も、みんな

ができるユニバーサルスポーツです。 

初めての方も楽しく体験してみませんか？ 

日 時：11/8（火）13：30～15：30  

場 所：老人福祉センター     

定 員：20 名程度（初めての方優先） 

申込み：10/12（水）10：00～（来館か電話にて本人申込み） 

 募集  

各曜日とも３回実施中 

シニア向けスマホ体験講座  無料 抽選 

～iPhone 電話・メール編～        

スマートフォンは一人一台貸出します 

日 時：10/27（木）13：30～15：30 

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：10/4（火）～17（月） 

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  締切日までに必着！          

 募集  

 募集  

      転倒予防教室        無 料 先着順 
「転倒予防に役立つ体操」を学びます。 

日 時：11/15（火）・29（火）13：30～15：00 

（２回連続参加できる方） 

場 所：老人福祉センター   定 員：20名程度 

申込み：10/11（火）10：00～（来館か電話にて本人申込み） 

認知症予防教室       無料 先着順          

昔のことを思い出す「回想法」で脳の活性化を図ります。

あの良き時代を一緒に振り返ってみませんか。 

日 時：11/30（水）13：30～15：00   

場 所：老人福祉センター   定 員：25名程度  

申込み：10/28（金）10：00～（来館か電話にて本人申込み） 

シニアライフ講習会    無料 先着順      

身近にある様々な疑問に対して、適切に解決するこ

とを目的に開催いたします。（全４日） 

日 時：11/10（木）・24（木）12/8（木）・20（火） 

おおむね 13：30～16：00  

場 所：老人福祉センター    

定 員：25 名程度 

※４日間出席が望ましいですが、受講できない日が 

あれば事前に申し出てください。 

申込み：10/6（木）10：00～（来館か電話にて本人申込み） 

内 容：「介護予防」「結核予防」「お薬の飲み合せ」 

「福祉に関するお話し」の他 

「昔懐かしい紙芝居」「三線演奏会」「フルートと弦楽器

アンサンブル」など  募集 

 募集  

 募集  

i9752466
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