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２０１９年１２月７日（土） 

午前１１時～午後３時３０分 

★福祉、介護に関する学びや体験が盛りだくさん！ 西成区マスコットキャラクター 

スーパーポンポコジャガピーに

しなりくんと吉本住みます芸人

「ガオ～ちゃん」も来るよ★ 

 

 

 

 

 

   

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

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〜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） 

 ♪図書・資料閲覧室の本紹介♪ 

「高齢者のための 

おやつレクリエーション」 
●鈴木 恵/監修 

●成美堂出版 

簡単でおいしいレシピが満載。 

  

〇みおつくし福祉・介護の仕事 

きらめき大賞 表彰式 午後 1時 15分～（予定） 

・きらめき大賞表彰式、報告会 

・映画上映会 

 「僕とケアニンとおばあちゃんたちと。」 

  

〇福祉施設の利用者作品展 

〇福祉団体の授産品やフード販売 

〇福祉機器や介護食の展示 

〇リサイクルブックフェア 

〇子ども・子育てコーナー 

・絵本の読みきかせ（午前 11時 30分～正午） 

・おもちゃ図書館 

・親子で楽しめるスタンプラリー 

 （すてきな景品をプレゼント♪） 

・ミニステージにてトーンチャイム等演奏 

・手作りおもちゃ体験 ・一時保育コーナー 

〇介護等の体験コーナー（事前申し込み制） 

・「家庭でやさしい介護のコツ」（午前） 

 ～移動・移乗介助・車いす編～ 

・「高齢者疑似体験と移動介助」（午前） 

 ～親子でも体験できます～ 

・自助具製作体験コーナー（午前・午後） 

 

〇介護家族の会活動紹介 

・介護家族の講演会（午後１時～） 

・介護家族の会活動展示 

・これから介護する人へメッセージ 100選 

・絵手紙体験コーナー 

主催・会場・申込み・お問合せ先 

大阪市社会福祉研修・情報センター 

大阪市西成区出城 2－5－20 

TEL 06－4392－8201 

映画上映会と一部講座につ

いては事前申込みが必要で

す。詳細はＨＰでご確認く

ださい。 
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いきいき百歳体操仲間と一緒に続けましょう

続けることが大事です！ 

実施日時：毎週水曜日・金曜日   

① 10時 30分～11 時  

② 11時 15分～11 時 45分 

12 月の日程  

水曜日 4日・11日・★18 日・25日 

金曜日 6日・13日・★20 日・27日 

★１８日★２０日は 

健康運動指導士 長谷川先生の指導があります。 

見学、体験大歓迎！今すぐ始められます！  

年忘れ演芸文化大会  申込不要・無料 

12 月 21日（土）12 時開場                             
12：20 開 会 

12：30 年忘れ競技大会表彰式 

12：50 演芸発表 

センターで活動中のサークルの発表会です。 

一年間の成果を皆さんに披露します。 

ご家族、お友達もお誘いあわせの上おこし下さい。  

《出演予定サークル》 

踊りサークル  詩吟サークル  三味線サークル   

手話勉強会 はぎギタークラブ 舞踊サークル  

民謡サークル カラオケサークル③②① 

区老連カラオケサークル 区老連コーラス  

区老連大正琴 

15：４０頃（予定） 

  ゲスト出演 「泉 屋
い ず み や

」（IZUMIYA） 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

１６：２０頃 ビンゴ大会 

１６：３０頃 終了予定 

同時開催 （開館からゲストの演奏が始まるまで） 

★ゲームコーナー 

★喫茶コーナー 

○初★「ボッチャ」の体験コーナーもあります。 

 
年末年始の休館予定  

12 月 29 日（日）～1 月 3 日（金）  
1 月 4 日（土）通常どおり開館します   

   

  

 

 

 

 

 年忘れ競技大会       要申込 

１２月の大会は、すべて事前申込み制となってい

ます。申込みなしで、当日の参加はできません。 

■対 象：市内在住の 60 歳以上の方  

■参加費：無 料     

■日程および大会内容 

12月 3日（火）13:00～      将棋大会 

12月 4日（水）12:00～    バンパー大会 男 

12月 6日（金）13:00～     オセロ大会 

12月 9日（月）13:00～  卓球大会 女 

12月 11日（水）12:00～    囲碁大会 

12月 13日（金）13:00～  スカットボール大会 

12月 13日（金）13:00～   わなげ大会 

12月 16日（月）13:00～     卓球大会 男 

12月 18日（水）13:00～     バンパー大会 女 

■申込み期間：11月 19 日（火）～ 

（締め切りは各大会前日まで） 

■申込み方法：来館のうえ、備え付けの申込用紙

に記入し事務室に提出してください。 

■入賞された方の表彰は、１２月２１日（土）の 

 演芸文化大会にて行います。 

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 

【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。上履きをお持ち下さい。 

[泉屋]木本 泉さん 

ケアマネジャーの仕事の傍ら、ボランティアで、

弾き語りの活動を続けている。 

フォークソング、歌謡曲、童謡等々、幅広いレパ

ートリーの曲を聞かせてくれる。 

認知症をテーマに作った曲「わすれてもわすれ

ないこと」は、自身の経験や昔の記憶、介護の仕

事でのエピソードを織り交ぜて作った曲。 

是非、皆さんに聞いていただきたい一曲。 

《ほっこりしたひととき》をお楽しみください。 

西成区老人福祉センター 

健康の増進・教養の向上および趣味と仲間づくりの場や、レクリエーションのための各種サービスを提供しています。

卓球・バンパー・囲碁・将棋などは毎日利用できます。サークル活動、百歳体操の他、各種大会、

その他講習会など、いろいろな活動をしています。是非一度、見学にお越しください。  
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★往復はがき★ 
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 館★ 返信用のハガキを 1通お持ちいただき、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 

 

クリスマスにピッタリな、お気に入りの雑貨を作

りましょう！ 

日 時：12 月 21日（土） 

①オーブン粘土でつくる 

クリスマス小物(サンタ風人形)…10:00～11:30 

②チョークアート 

～スノーマンからのおくりもの～…13:00～14:30 

③モールでつくろう！ケーキとリースの 

もこもこオーナメント…14:30～15:30 

④クリスマス絵本の読み聞かせ…13:00～14:00 

⑤クリスマスシアター…15:00～16:00 

クリスマスがもうすぐやってくる！ 

クリスマス クラフトフェア 

あべのフィルムライブラリー＜クリスマスアニメまつり＞ 

「ミッキーマウスのメリークリスマス」 

「フランダースの犬」他 

「あべのフィルムライブラリー」は、月に一度、

テーマを決めて映像作品をご覧いただきます。

12 月は子どものクリスマスイベントと同日に開

催、ビデオと懐かしい 16 ミリフィルムでの上映

です。大人も子どもも、お楽しみいただけます。 

日 時：12 月 21 日（土） 

9:30 開場 10:00 開演 

費 用：無料 

定 員：80 名（当日先着順） 

申込み：不要 

 

費 用：①②500円 ③300円 ④⑤無料 

対 象：子どもと保護者（内容は子ども向け） 

定  員：①②③15名（先着順）④40 名(当日先着順) 

⑤20名(当日先着順) 

申込み：電話、来館（はがき不要） 

締切り：各回定員になり次第締切り 

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：令和 2年 1 月 10 日～2 月 28 日 

毎週金曜日 19:00～20:30（全 8 回） 

費 用：受講料 11,200 円 

対 象：どなたでも  

定 員：25 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 

 

お仕事帰りのナイトヨガ 

古文書の読み方、楽しみ方を学ぶ講座です。古文

書を読みながら、江戸時代の大阪のまち・ひと・

暮らしを紐解いてゆきます。今回のテーマは「江

戸期庶民の病気と医療」です。江戸時代の人々

も、現代を生きる私たちと同じように、命を生

み、育み、老いていきました。古文書を読み解く

ことで見えてくる当時の医療、現代を生きる私た

ちとの違いについて、共に学んでみませんか。 

 日 時：12 月 21 日、令和 2年 1月 18 日、 

    2 月 1 日・15 日・29 日 全て土曜日 

10:00～12:00（全 5 回） 

費 用：受講料 5,000 円 

対 象：どなたでも(古文書を学んだことがある方) 

定 員：30 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：12 月 10 日（火）必着  

古文書講座 

古文書を通して見る人の一生 

「江戸期庶民の病気と医療」 
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★往復はがき★ 
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 館★ 返信用のはがきを 1通お持ちいただき、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 

1 

令和元年度 はじめま専科「冬のパソコン講座」 

●「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。初めてでもワードの基本をゆっくりと、分かりやすく学べます。経験豊富な

講師陣が、イチから丁寧に教えます。※テキストは「よくわかる初心者のための Word2013」(FOM 出版)を使用 

 日時：令和 2年 1月 23日～2月 27日 毎週木曜日 10：00～12：30 全 6回 

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 

●「ワードでさくさくものづくり 楽しいワードドリル」 

 ドリル形式でテキストに沿って作っていくので、やりがいのあるものづくりが楽しめます。ものづくりが 

好きな方、親しみたい方にとてもおすすめです。会報記事や防災マップづくり他、様々な作り方が学べます。 
※テキストは「趣味発見！なるほど楽しい ワード 2013 ドリル」(FOM出版)を使用 

日時：令和 2年 1月 23日～2月 27日 毎週木曜日 14：00～16：30 全 6回 

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(ワードを使ったことがある方) 

●「プレゼン作成にぴったり！パワーポイント入門編」 

 仕事でパワーポイントを使う方、学び直したい方におすすめの講座です。基本知識から指導しますので、 

しっかりと機能や使い方を学習できます。※テキストは「よくわかる Microsoft PowerPoint2013基礎」(FOM出版)を使用 
日時：令和 2年 1月 22日～2月 26日 毎週水曜日 19：00～21：30 全 6回 

費用：受講料 9,000円・教材費2,200円（税込）対象：仕事でパワーポイントを使用している方、学び直したい方 

定 員：各 20名（多数抽選） 

申込み：インターネット・往復はがき・来館（※はがきでの申込みは 1講座につき 1通必要） 

締切り：令和 2年 1月 10日（金）必着 

注 意：講座はWindows７の動作環境でMicrosoftoffice2013のパソコンを使用します。 

※USB メモリーが必要です。当センターで購入される場合は受講料とは別に 800円が必要です。 

医師や看護師から認知症の症状や治療法、病院

や地域が行っている支援について学びます。 

 

日 時：令和 2年 1 月 18 日（土） 

14:00～15:30 

費 用：無料 

対 象：どなたでも  

定 員：100 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 

 

あべの市民セミナー 

認知症講座～認知症かもと思ったら～ 

冬の手作りワークショップ 

①折り紙（干支飾り）R2年1/9(木)10:00～11:30 

費 用：350 円  定 員：8名（先着順） 

持ち物：はさみ・のり(お持ちの方) 

②あそび折り紙 R2年1/16(木)10:00～11:30 

費 用：100 円  定 員：20 名（先着順） 

持ち物：筆記用具 

③立体カード・折り紙建築 R2年2/13(木)10:00～11:30 

  費 用：300円  定 員：20名（先着順） 

持ち物：カッター・定規・目打ち(お持ちの方) 

④フランス刺しゅう R2年2/20(木)10:00～11:30 

費 用：500 円  定 員：8名（先着順） 

持ち物：刺しゅう針・はさみ 

対 象：どなたでも   申込み：電話、来館（はがき不要） 

締切り：各回定員になり次第締切り(③のみ 2/5(水)まで) 
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