
西成区民センター
〒557-0041 大阪市西成区岸里 1-1-50

申込み・問合せ：窓口またはお電話で 06-6651-1131

※開催日程、開催場所、受講料、持ち物等詳しくはお問合せください。
　都合により変更になる場合もございますのでご了承ください。
※一旦お支払いいただいた費用は返金できませんのでご了承ください。

～呼吸にあわせて体を動かし自律神経を整える～

ハッピーヨーガ・木曜日コース
日　時：7/4、25、8/1、8、15、22、29、9/12、19、26（全 10 回 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：各コース 10,000 円（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 15人）
持ち物：動きやすい服装で、ヨガマット等ご持参ください

★一時保育はじめました！
費用：5,000 円（10 回分）
対象：6ヶ月～就学前まで
定員：10名（申し込み先着順）

6月1日（
土）

受付開始
！

日　時：4/3、5/22、6/5、7/3、8/7、9/4（月 1回 水曜日）　13：30 ～ 15：30
費　用：1回 500 円 +別途材料費 150 円
対　象：どなたでも
定　員：各部 20人（先着順）
持ち物：初回  筆ペン（うす墨）、下敷き（書道用）※あれば持参してください。
　　　　2回目以降は以下をご持参ください。
　　　　筆ペン（うす墨）、下敷き（書道用）、絵具と絵筆（顔彩、水彩等お手持ちのもので可）

筆ペンで野の花を描く
～野の花に咲く可憐な草花を筆ペンで描きましょう～

当日参加可！事前申込不要

日　時：4/9、23、5/7、21、6/4、11、18、7/2、16、23（全 10 回 火曜日）
　　　　 ・昼の部 14：00 ～ 15：30  ・夜の部 18：30 ～ 20：00
費　用：各コース 10,000 円（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）
持ち物：動きやすい服装で。

～フラで揺れながら癒され、優しい気持ちになり心も体も健康になってみませんか～

フラダンス・火曜日コース

随時受付

区民センターの講座で、仲間や友達を増やしませんか！
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いきいき百歳体操   週 2 回の体操がおすすめです。  

毎週水曜日・金曜日  各曜日共、2 回ずつやっています。   

見学、体験大歓迎！今すぐ始められます！  

①10時 30分～11時 ②11時 15分～11時 45分 

6 月の日程  

5日（水）・7日（金）・12日（水）・14日（金）・19日（水）・21日（金）・26日（水）・28日（金） 

 

 

 

 

サークル 実施日 時 間 サークル 実施日 時 間 

英会話① 第 1・3月曜日 午後 1時 カラオケ① 第 2・4火曜日 午後 1時 30分 

英会話② 第 1・3月曜日 午前 10時 30分 カラオケ② 第 2・4火曜日 午前 10時 30分 

手 話 第 1・3水曜日 午後 1時 30分 カラオケ③ 第 1・3火曜日 午前 10時 30分 

書 道 第 2・4水曜日 午前 10時 15分 舞 踊 第 1・3火曜日 午前 10時 30分 

民 謡 第 1・3木曜日 午後 1時 30分 英会話③ 第 2・4金曜日 午前 10時 15分 

書 第 1・3木曜日 午後 1時 30分 俳 画① 第 2木曜日 午後 1時 30分 

詩 吟 第 1・3金曜日 午後 1時 30分 俳 画② 第 2火曜日 午後 1時 30分 

踊 り 第 1・3金曜日 午後 1時 ハングル 第 2・4月曜日 午前 10時 30分 

俳 句 第 4木曜日 午後 1時 30分 ギター 第 1・3木曜日 午後 1時 30分 

フラワーアレンジメント 第 1水曜日 午前 10時 30分 三味線 月曜日 午後 1時 30分 

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 

西成区老人福祉センター 

会員募集中のサークルもあります。サークル活動に興味のある方は、一度見学を
おすすめします。詳しい事は事務室にお問い合わせください。  

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、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。 

各種大会（参加費無料） 
毎月開催 （日程はお問合せください） 

誕生会 

ラージボール卓球大会 男女別 

バンパー大会 男女別 

わなげ大会 男女別（同日開催） 

オセロ大会 

隔月開催 

スカットボール大会 男女別（同日開催） 
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みなさんの 

お待ちしています！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 こちらのＱＲコードからもよみとり、ご覧いただけます。→ 

 

 

 

 

 

  

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】 

国民の祝休日（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♪ 

「認知症がやってきた！ 

ママリンとおひとりさまの私の１２年」 
●酒井 章子∥著 

●産業編集センター 

大阪の女性の介護エッセイです。 

研修の開催情報・研修のレポート報告 
センターや図書・資料室からのお知らせなど 
随時更新しています！ 

～facebook は、どなたでもご覧いただけます～ 
 

 ウェルおおさか  で  検索  

当センターでは、市内在住・在勤・在学

の方を対象に介護実習講座や社会福祉講

演会を行なっています。 

詳しくは、ぜひホームページをチェック

してください！！ 
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