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

２０２０

午後1時

～1時30分

（月）

●対象：乳幼児と保護者

●申込み：８月８日より各回先着５組

●参加費：無料

●対象：どなたでも

●申込み：当日自由参加

●参加費：無料

手づくりあそび
こどもと楽しむかんたん手づくり。

8月は動くおもちゃを

作ります

●対象：乳幼児と保護者

●申込み：８月４日より各回先着5組

●参加費：無料

8月生まれさんの

おたんじょうび会

日

26（水）

おもちゃ病院
こわれたおもちゃを、おもちゃ

ドクターに診察してもらえます
（修理の内容によっては部品代実費等が必要に

なる場合もあります)

★入院治療のみ、受付させていただきます。

午後2時～4時15

1
日

（土）

（火） （金）
25 ➧28日 日

8月におたんじょうびをむかえる

おともだちをお祝いしましょう

●対象：乳幼児と保護者

●申込み：８月５日より先着５組

●参加費：無料

子育て相談会
子ども・子育てコンシェルジュ

さんに、何でも気軽に

たずねてみましょう

クリーン作戦

ブックスタート
●対象：3か月検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

29日（土）

午前11時～11時30分

午前11時

～11時30分
日

（土）15

ママもこどももリフレッシュ

★おやこで心とからだほぐし

日

17

（土）

日

●対象：乳幼児と保護者

●申込み：受付中 先着5組

●参加費：無料

太極拳体験と久しぶりのおしゃべり

で、のびのびしませんか？

えほんタイム

15
午前11時30分

～12時

29
日

（土）

9
日

（日）

午前10時

～11時30分

午前10時～11時

バスボムづくり
お風呂が楽しくなる

シュワシュワ★バスボムを

作ろう！

●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

午後2時

～3時30分

自分のペースで楽しく上達できます

23
日

（日）

●対象：小学生以上の児童

●申込み：８月２日より先着10名

●参加費：無料

●持ち物：タオル、水筒

けん玉教室

7 （金）

日

ぴよちゃんネット

午前10時

～正午ごろまで

●対象：子育て中の親子

●申込み：受付中 先着６組

●参加費：無料

プラザのまわりを

みんなできれいに

しましょう!

★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。

日

（土）

大型絵本や紙芝居、

手遊び・うた遊びをみんなで

楽しみましょう

●対象：小学生以上の児童先着10名

●申込み：受付中

●参加費：無料

《科学工作》

午後2時

～3時30分

①「空気の重さと真空」実験

②「牛乳パックブーメラン」

①午前9時30分～

②午前11時30分～

③午後1時30分～

①午前9時30分～

②午前11時30分～

③午後1時30分～

●対象：小学生以上の児童

●申込み：受付中 先着10名

●参加費：100円
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来館時のお願い   

・来館された方は毎回「入館受付表」に必要事項を記入し提出してください。   

・マスク着用（未着用の方は入館できません）  

・体調がすぐれない、発熱、強いだるさ、風邪の症状等がある方は入館できません。  

（必ず自宅で検温をして来てください）  

・入口や館内での手指の消毒、手洗いの徹底。  

・対人の距離をできるだけ 2 メートル（最小 1 メートル）あける。  

・大きな声での会話を控える。  

・囲碁、将棋、バンパー、オセロは事前予約制（前日までに申込む）  

・当面の間、卓球はできません。（その他、はげしい運動、踊り、発声を伴う活動も禁止） 

・館内では水分補給以外の飲食はできません。（熱中症予防の水分補給はしっかりと取りましょう） 

・当面の間、滞在時間は 2 時間を目途に！  長時間の滞在はご遠慮ください。  

・入場制限をしているので、当日来られても入館できない場合があります。  

・当面の間、利用証の更新はおこないません。  

 

 

 

 

利用枠 時間帯 

１回目 10：00～12：00 

２回目 12：15～14：15 

３回目 14：30～16：30 

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、住民票所在地の

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。 

〒557-0033 西成区梅南 1-4-27 

☎ 06-6654-2951 FAX 06-6654-1504 

最寄り駅 大阪メトロ 四つ橋線 花園駅 

 【利用可能時間】10：00～17：00   

【休 館 日】日曜・祝日・年末年始 

館内は土足厳禁です。上履きをお持下さい。 

活動を再開しているサークル  

・英会話①・英会話②・英会話③・手話・書道・俳句  

・フラワーアレンジメント・ハングル・俳画①・俳画②  

・ギター・三味線・区老連大正琴  

新規入会希望の方は、まず、事務室にお問合せ下さい。  

サークルにより、受け入れができない場合もあります。  

 

センターでは 

大阪コロナ追跡システムを 

導入しています。 

感染拡大を防ぐため、 

来館するたびに読み込んで登録して

ください。 

 

三つの密（密閉、密集、密接）の回避  を守って感染拡大を防ぎましょう 
高齢者の方が感染した場合、重症化リスクが高いことから、来館にあたっては 

「来館時のお願い」「センターの対策」を充分にご理解のうえご利用ください。 

館内で遊戯をされる方は、「事前の予約」が必要です。 

遊戯利用は、開始時間にかかわらず各回時間枠内で終了です。 

枠をまたいでの利用はできません。 

１回終了ごとに消毒作業をしますので、速やかに終了してください。 

１回に使用できる

台数（目安人数） 

・バンパー2台（20名）・オセロ 3台（6名） 

・囲碁 5台（10名）・将棋４台（８名） 

 

西成区老人福祉センター 

いきいき百歳体操      要申込 

ステップアップ講座（（於：センター多目的室）） 

健康運動指導士による指導と講習会です 

内 容：百歳体操、フレイル予防体操/講話 

８月２１日（金）10：30～正午  

８月２６日（水）10：30～正午  

申込み：７月２９日１０：00～ 

定 員：先着２０名（各回）  

※ステップアップ講座を受講されない方は

別室にて「11：15～百歳体操のみ」に 

参加できます。〈申込不要〉 
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★電   話★ 講座名・住所・名前・電話番号を伝えてください。 

★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 

 

令和２年度 はじめま専科「秋のパソコン講座」 

●「初心者のためのはじめてのワード」 

 
初心者向けのワード講座です。 

 
日時：10 月 8 日～11月 12 日 毎週木曜日 全 6 回 10：00～12：30  

費用：受講料 9,000 円・教材費 1,320 円（税込）対象：マウス・キーボード操作ができる方 

●「学んで得する！よくわかる Windows10」 

 
Windows10 の基本的な使い方や機能が学べる。これから 10 を使用する人、10 について基本的なことを 

知りたい人におすすめの講座です。 

日時：10 月 8 日～11月 12 日 毎週木曜日 全 6 回 14：00～16：30 

費用：受講料 9,000 円・教材費 1,320 円（税込）対象：マウス・キーボード操作ができる方 

●「ばっちり仕事で活かせる！エクセル入門編」 

 
エクセルの入門講座。仕事でエクセルを使用する人におすすめです。 

日時：10 月 7 日～11月 11 日 毎週水曜日 全 6 回 19：00～21：30 

費用：受講料 9,000 円・教材費 2,200 円（税込）対象：仕事でエクセルを使用している方、エクセルを学びなおしたい方 
 

いずれも 定員：各 20 名（先着） 申込み：インターネット・電話・来館 ※USB メモリーが必要です。 

あべのフィルムライブラリー 
「ガキ大将行進曲」（75 分） 

甲府盆地の片隅の緑溢れる静かな町、そこに山奥の分

校から一人の転校生がやってくる。今までガキ大将と

して弱いものいじめをし、いばりちらしていた私、そ

の学級が変わり始めるようすをドラマチックに描く。 

日 時：9月 21日（月・祝） 

10:00～12:00 

費 用：無料 

対 象：どなたでも 

定 員：70名（先着順） 

申込み：電話、来館 

※9月から「あべのフィルムライブラリー」は 

お電話での申込みが必要になりました。 

スリ足から始めて、基本の動きや所作を学ぶ。 

三味線の音にのせて、楽しく踊りましょう。 

日 時：9月 29日～12月 22日 

隔週火曜日 10:00～11:30 全 7回 

費 用：10,000円 

対 象：どなたでも 

定 員：15名（先着順） 

申込み：インターネット、電話、来館 

持ち物：飲み物・タオル・足袋か靴下 

 

琉球舞踊教室 
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※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）。

＜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「子ども水泳短期教室」のチケットをご購入ください。

②同上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・スイムキャップの指定はございません。

※新型コロナウイ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！

＜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

西成スポーツセンター・屋内プールからのお知らせ

西成スポーツセンター・屋内プール

子ども水泳教室
「苦手克服チャレンジ」

参加者募集‼
日程 参加費 時間

（体操時間含む）
対象

（本科受講生目安級）
定員

① 水慣れ・顔つけ特訓２日コース 8月11日（火）・12日（水） ¥2,400 10:00～11:00
2歳半～小学校3 年生

（ひよこ～19級）
6

② 伏し浮き・バタ足特訓２日コース 8月13日（木）・14日（金） ¥2,400 10:00～11:00
2歳半～小学校3年生

（18～16級）
6

③ クロール特訓４日コース 8月11日（火）・12日（水）・13日（木）・14日（金） ¥4,400 11:15～12:15
小学校1年生～6年生

（15～9級）
6

④ 水慣れ・顔つけ特訓２日コース 8月18日（火）・19日（水） ¥2,400 10:00～11:00
2歳半～小学校3年生

（ひよこ～19級）
6

⑤ 伏し浮き・バタ足特訓２日コース 8月20日（木）・21日（金） ¥2,400 10:00～11:00
2歳半～小学校3年生

（18～16級）
6

⑥ 初めてクロール特訓４日コース 8月18日（火）・19日（水）・20日（木）・21日（金） ¥4,400 11:15～12:15
小学校1年生～6年生

（15～13級）
6

教室名
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