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）

「服部安子が応える！
認知症ケアの真髄」
●服部 安子∥著
●フジメディカル出版
認知症ケアの様々な疑問に応える！

～市民向け講座のお知らせ～
区や地域で地域福祉活動に参加している人、またこれから活動してみようと考えている人を対象に、
「地域福祉活動者講座」「地域福祉推進リーダー養成塾」を開催いたします。地域福祉について関心が
ある人であればどなたでもご受講いただけます。みなさまのご参加をお待ちしております。

地域福祉活動者講座
◎開催日

3 日間

プログラム

※内容は右表のとおり
◎会

場

5階

大会議室

◎受講料

５００円（全日程）

◎定

員

30 人（先着順）

◎締

切

３月 8 日（金）

３月１３日（水）
１０：００～１２：００
３月１８日（月）
１３：３０～１５：３０
３月１９日（火）
１０：００～１２：００

～入門編～
「地域福祉活動の意義とネットワーク構築の必要性」
講師：大阪市立大学大学院 准教授 野村 恭代
～実践編 ①～
「コミュニケーション～伝える、聴くコツとは～」
講師：兵庫県対人援助研究所 主宰 稲松 真人
～実践編 ②～
「個人情報の保護・共有と地域福祉」
講師：井上 雅人（大阪弁護士会 弁護士）

地域福祉推進リーダー養成塾
◎開催日

3 月 27 日（水）10：00～12：00

◎会

5階

場

◎受講料

大会議室

1００円
（地域福祉活動者講座を受講する人は
無料で受講できます）

◎定

員

50 人（先着順）

◎締

切

３月 22 日（金）

プログラム

実践報告
阿倍野区晴明丘地域活動協議会 会長
晴明丘地区社会福祉協議会 会長
晴明丘連合町会 会長

石橋 一昭さん
コーディネーター

お申込み・問合せは上記連絡先まで！

－５－

大阪市立大学大学院 准教授
野村 恭代 先生

〒557-0041 大阪市西成区岸里 1-1-50

問合せ：窓口またはお電話で 06-6651-1131

■ハッピーヨーガ木曜日コース
～呼吸にあわせて体を動かし自律神経を整える～
日時：4/11、18、25、5/9、16、23、30、6/6、13、20（木曜日）
朝の部 10：00～11：30 昼の部 14：00～15：30 夜の部 18:30～20：00
費用：各部 10,000 円（全 10 回） 体験 1 回 1,200 円
対象：どなたでも
定員：各部 30 人（先着順・最小催行人員 20 人）
申込：窓口または電話にて 3 月 1 日（金）から受付
持ち物：動きやすい服装で、ヨガマット等ご持参ください

■フラダンス
～フラで癒されこころもからだも健康になってみませんか～
日時：4/9、23、5/7、21、6/4、11、18、7/2、16、23（火曜日）
昼の部 14：00～15：30 夜の部 18：30～20：00
費用：各部 10,000 円（全 10 回） 体験 1 回 1,200 円
対象：女性ならどなたでも
定員：各部 20 人（先着順・最小催行人員 3 人）
申込：窓口または電話にて 3 月 1 日（金）から受付
持ち物：動きやすい服装で

■書道教室
～大筆・小筆を使って書道を楽しむ～
日時：4/11、4/18、5/9、23、6/6、20、7/4、18、8/8、22、9/5、19（木曜日）
費用：12,000 円（全 12 回） 体験 1 回 1,200 円
対象：どなたでも
定員：40 人（先着順・最小催行人員 15 人）
申込：窓口または電話にて 3 月 1 日（金）から受付
持ち物：筆（大・中・小）、墨（墨汁）、下敷き、文鎮、硯

※なお、一旦お支払いいただいた費用の返金はできませんのでご了承ください

－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

日本語も話せるネイティブスピーカーの講師によ
る、英語講座です。英語を使ったゲームやミニ会
話を通して、英語を親しみながら学びましょう。
みんなでコミュニケーションしながら、英語を楽
しく身につけませんか？
日

時：4 月 15 日～7 月 29 日 毎週月曜日
（4/29・5/6・6/17・7/15 はお休み）
10:00～12:00（全 12 回）
費 用：受講料 16,800 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 名（多数抽選）
申込み：インターネット、往復はがき、来館
締切り：4 月 3 日（水）必着

野菜の栄養や、旬の情報、摂取の必要性など、
野菜の魅力を学びます。野菜について知り、
もっと健康になりましょう！
日 時：3 月 25 日（月）14:00～15:30
費 用：無料
対 象：どなたでも
定 員：80 名（先着順）
申込み：電話、来館（はがき不要）
締切り：定員になり次第締切り

★往復はがき★

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
にも優しい指導で安心して受講いただけます。
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。瞑想により、脳に安
らぎを与え集中力アップや安眠促進にもうってつ
けのヨガ講座です。
日

時：4 月 5 日～6 月 28 日 毎週金曜日
（5/3 はお休み）
19:00～20:30（全 12 回）
費 用：受講料 16,800 円
対 象：どなたでも
定 員：20 名（先着順）
申込み：インターネット、電話、来館（はがき不要）
締切り：定員になり次第締切り

チョッちゃんこと黒柳朝さんの自叙伝がもとにな
ったアニメ作品です。戦争という激動の時代を妻
として、母として、どんな困難なときでも家族の
きずなを大切にたくましく生きてきたその生き方
をモチーフに、平和の大切さ、生命の尊さを感動
的に描いています。字幕あり、副音声付。
（ 製作 1998 年 ）
日

時：3 月 25 日（月）
9:30 開場 10:00 開演
費 用：無料
定 員：80 名（先着順）
申込み：不要

往信面に住所・名前・電話番号・年齢・講座名をご記入いただき、上記住所まで。
返信面に返信先の住所・名前を記入。

★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

返信用のはがきを 1 通お持ちいただき、窓口にて申込み。

館★

1 －７－

大阪市西成区梅南1-4-27
☎ 06-6654-2951
FAX 06-6654-1504

サークルの会員を募集します。経験がある人も、初めての人も、楽しく学べるサークルが
たくさんあります。見学大歓迎です。新年度は4月からはじまります。

申込み期間

3月1日（金）～16日（土）

対象者：大阪市在住60歳以上の方
申込み方法：本人が直接来館し、お申込みください。
☆サークルの詳細については、老人福祉センターにお問合せください。
見学を希望される方は、開催日等の確認のため事前にお問合せください。
サークル名

実施曜日

実施時間

1

英会話①（初級）

第1・3月曜日

13：00～14：30

2

英会話②（中級）

第1・3月曜日

10：30～12：00

3

英会話③（上級）

第2・4金曜日

10：15～12：00

4

手

話

第1・3水曜日

13：30～15：30

5

書

道

第2・4水曜日

10：30～12：00

6

民

謡

第1・3木曜日

13：30～15：30

第1・3木曜日

13：30～15：30

書

7
8

詩

吟

第1・3金曜日

13：30～15：30

9

踊

り

第1・3金曜日

13：00～14：30

10

俳

句

第4木曜日

13：30～15：30

11

リフレッシュ体操

第2水曜日

12：00～13：00

12

フラワーアレンジメント 第1水曜日

10：30～12：30

13

カラオケ①

第2・4火曜日

13：30～15：30

14

カラオケ②

第2・4火曜日

10：30～12：30

15

カラオケ③

第1・3火曜日

10：30～12：30

16

舞

踊

第1・3火曜日

10：30～12：30

17

俳

画①

第２木曜日

13：30～15：30

18

俳

画②

第２火曜日

13：30～15：30

19

ハングル

第2・4月曜日

10：30～12：00

20

ギター

第1・3木曜日

13：30～15：30

－８－

西成スポーツセンターからのお知らせ
今月もいろいろなイベントをご用意させていただきましたのでぜひ、ご参加ください。

○○春休み子ども水泳短期教室 参加者大募集！○○
春休みの間にお子さまの泳力を向上させてみませんか？
水泳が苦手なお子さまにも丁寧に集中的に指導いたします。今回は3月度4日間集中型教室と4月度3日間教室を用意いたしました。
＜募集内容＞
教室名

開催期間

Ⅰ期
Aコース
3月26日（火）～3月29日（金）
Ⅰ期
Bコース
Ⅱ期
Aコース
4月2日（火）～4月4日（木）
Ⅱ期
Bコース

開催時間帯

対象
2歳6ヵ月～中学生の
お子さま対象
2歳6ヵ月～小学生の
お子さま対象
2歳6ヵ月～中学生の
お子さま対象
2歳6ヵ月～小学生の
お子さま対象

10:00～11:00
（60分間）
14:00～15:00
（60分間）
10:00～11:00
（60分間）
14:00～15:00
（60分間）

定員
各35名
各10名
各35名
各10名

参加費（税込）
各4,800円
（4日間）

各3,600円
（3日間）

※上記時間には準備体操も含まれております。
＜教室内容＞ 水慣れから4泳法の指導を行います。はじめてのお子さまでもOK！
お子さまの泳力にあわせてクラス分けを行います。
＜持ち物＞
水着・スイムキャップ・ゴーグル・タオルをお持ちください。
※タオルは水いぼ予防のため、ビニール袋にお入れください。
＜申込方法＞
当館3階受付にてお申込みください。（電話予約不可）。 2月16日（土）より受付開始
※お申込み時には所定の用紙に申込者情報をご記入いただき、また泳力等の聞き取りをさせていただきます。
※お申込みと同時にご入金いただきます。尚、お申込み後の返金はいたしかねますのであらかじめご了承ください。

○○開放DAYのご案内（バトミントン・卓球が楽しめます）○○
開放DAYとは・・通常予約制で貸出している体育場などを下記の日時のみ予約なしで直接３階受付にて
施設貸し（バトミントン・卓球のみ）としてご利用していただけます。
開催日程
開催時間帯
1回目
１０：００～１２：００
3月23日（土）
2回目
１２：３０～１４：３０

★ 持ち物
室内シューズ・動きやすい服装
※ラケット・ボール・シャトルは用意しております。
★ 料金（左記の各時間帯ごとに料金が発生いたします）

ご利用開始60分前から当館３階受付にて整理券をお配りいたします。

高校生以上 １回２００円（税込）

入場受付時に券売機で「開放DAY」のご利用チケットを購入し
フロントスタッフへお渡しください。
※卓球台・コートに限りがあります。いっぱいになりますと

小学生以上 １回１００円（税込）
幼児（小学生未満）無料
障がい者(介護者含む）無料

お待ちいただく場合がございます。

※証明出来るものが必要です。

駐車場・駐輪場あります。
南海本線「岸里玉出」駅より徒歩5分！

西成スポーツセンター
＜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

－９－

