
・日 時  11 月 16日（土）午後 2 時～4 時 

・会 場   大阪市社会福祉研修・情報センター４階 会議室 

・講 師   社会福祉法人大阪婦人ホーム 理事長 佐野 信三 

・対 象   大阪市内在住・在勤・在学の方 

・申込締切   11月 8日（金）午後 5時まで 

・申込方法   お電話にてお申込みください。 

        問合せ先  TEL 06-4392-8201 

 

 

 

 

 

  

 

    

 

 

 

  

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） 

２０１９年１２月７日（土） 
午前 11時～午後 3時 30分まで開催！ 

社会福祉史の市民講座 

「林歌子の生涯と大阪婦人ホーム」 
参加費無料 

大阪の社会福祉の取り組みは全国に先駆けたものが数多くあります。 

大阪の福祉に取り組んだ先達から学び、これからの大阪の社会福祉を考えませんか？ 

 

 

 

 【大阪婦人ホームの創設者・林歌子 ～一日一生をモットーに福祉実践に献身した生涯～】 

大阪婦人ホームは、１９０７年に、林歌子を代表者とする、キリスト教婦人矯風会の女性たちが、女性のため

の職業紹介と、保護、自立支援を目的に創設しました。 

今回は、子どもや女性など弱い立場に置かれた人たちに寄り添い、自立を支援し続けた林歌子の生涯と、 

大阪婦人ホームの取組みについて学びます。             ＜敬称略＞ 

 

 
♪図書・資料閲覧室の本紹介♪ 

「ヘルパーが支えた老老介護

２４年 ピンチをチャンスに、

笑顔でつなぐ認知症ケア」 
●谷口 政春/著 

●かもがわ出版 
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場所：大阪市社会福祉研修・情報センター 

１階 エントランス  

期間：11月 7 日（木）～12月 6日（金） 

時間：朝９時～夜９時（平日）、朝９時～夕方５時（土日） 
※12 月 6 日(金)のみ午後 3 時に終了します。 

 

◎本・絵本・マンガなど、ジャンルは問いません 

◎読めないほど傷んだ本はご遠慮ください 

◎寄贈していただいた本は返却できません 

◎郵送での寄贈は受付けできません 
以上をご了承の上、ご寄贈ください 

 

 

受付期間：11 月 30日(土)まで 

受付場所：大阪市社会福祉研修・情報センター 

１階 事務所、２階 図書・資料閲覧室  

問合せ先：06-4392-8233(図書・資料閲覧室) 

 

古本立ち読みコーナーに置く古本を募集中です‼ 
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いきいき百歳体操  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 

11 月の日程  

水曜日 6日・13日・20日・27日 

金曜日 1日・ 8日・15日・22日・29日 

見学、体験大歓迎！今すぐ始められます！  

いちょう学園                     要申込 
4週連続の講座です。楽しく学んで、健康づくり、仲間づくりをしてみませんか。 

対 象：市内在住の 60歳以上の方。（お住まいの区の老人福祉センター発行の利用証が必要です。） 

内  容：第 1回 11月 26日（火）午後 1時 30分 開会式／3B体操で健康に！ 

第 2回 12月  3日（火）午後 1時 30分 足育講座 足から元気に！ 

第 3回 12月 10日（火）午前 9時出発予定  あべのタスカル、大阪市消防局見学 

（バス見学） 

第 4回 12月 17日（火）午後 1時 30分 立体カードでクリスマスカードを作ろう 

（カッターナイフを使用します） 

申込み：11月 1日（金）～ (定員になり次第締め切り) ≪できるだけ全 4回参加が望ましい≫ 

定 員：30名 

申込み方法：申込み用紙に記入の上、本人申込み （電話・FAXの申込み不可） 

      社会見学参加の保険代、材料費は別途必要です。詳細は初回日にお知らせします。 

 

 

 

 

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。 

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。  

高齢者総合相談事業   申込不要 
内 容：歯とお口に関するお話 

講 師：歯科医師会 

参加対象：市内在住 60歳以上の方 

日 時：11月 27日（水） 

       午後 1時 30分～3時  

場 所：西成区老人福祉センター 大広間 

同時開催 歯科医師による歯科相談  

時 間：午後 1時～3時 

場 所：西成区老人福祉センター 講習室 

お口から健康寿命

を延ばしましょう 

結核健診 結核は過去の病気ではありません。早期発見には胸部エックス線検査が有効です。 
6か月以上、胸部エックス線検査を受けてない方は、是非この機会に受けましょう。 

日 時：11月 26日（火）午後 1時 30分～3時 

 内 容：胸部エックス線検査 

場所・受付：老人福祉センター 講習室 

当日、講習室にて受付け、問診票に記入していただきます。 

※正面玄関の駐輪場は使用できません。 

※センター東側（ほかほか亭との間の路地入る）に停めてください。 

申 込 不 要 

老人福祉センター

に検診車が来ます 

無 料! 
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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 

 

毎月 3 回、テーマを変えて体操の教室を行います。

楽しくカラダを動かしましょう！ 

11 月は「自彊術」。 

呼吸法と簡単な動作で無理なく身体を動かし、心 

身のバランスを整えます。 

日  時：11 月 11 日・18日、12 月 2 日  

全て月曜日 14:00～15:30（全 3 回） 

費  用：受講料 3,000 円（全 3回分） 

対 象：どなたでも 

定  員：20 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 

金曜日の夜に簿記を学びませんか？ 

初めて簿記を勉強する方にぴったりの講座です。 

日 時：12 月 13 日～令和 2年 2月 28 日 

毎週金曜日(12/27、令和 2年 1/3はお休み) 

19:00～21:00（全 10 回） 

費 用：受講料 17,000 円 

教材費 1,650 円（消費税 10%で計算） 

（全 10 回分） 
対 象：どなたでも 

定  員：30 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 

 

 

簿記入門講座 
あべのフィルムライブラリー 

「ベンポスタ・子ども共和国」(99 分) 

スペインのオレンセ市郊外にあり、学ぶことと働

くことと生活することを同時に行っている共同体

“ベンポスタ・子ども共和国”の人々の生活を描

くドキュメンタリー。監督：青池憲司 

（1990年製作） 

日 時：11月 25日（月） 

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 

 

あべのいきいきクラブ 

「自彊術」 

大阪で本場徳島の、本格派の踊り方を練習します。

美しく品の良い「女踊り」、ユーモラスで豪快な「男

踊り」を一緒に練習しましょう。 

日 時：11 月 11 日～12月 9 日 毎週月曜日 

10:00～12:00（全 5 回） 

費 用：受講料 4,000 円（全 5回分） 

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 

 

阿波踊り教室 

i3758830
タイプライターテキスト
－８－



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。

○○子どもテニス体験会　参加者大募集！○○
小さい時期から様々なスポーツを体験することはお子様の成長にとってとても重要です。

まったくの初心者向けに楽しく体験頂けるクラスをご用意いたしました。皆様のご参加をお待ちしております。

＜募集内容＞

※上記時間には準備体操も含まれております。

＜教室内容＞

ラケットの握り方はもちろんストロークやボレーなどの基本を楽しく練習します。

また、ボールを打つことで集中力・忍耐力・基礎体力・バランス能力を養います。

＜持ち物＞　

動きやすい服装・室内シューズ・タオル・飲み物

＜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）。  

定員になり次第締め切りとさせて頂きます。

※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。

○○キッズダンス体験会　参加者大募集！○○
小さい時期から様々なスポーツを体験することはお子様の成長にとってとても重要です。

音楽に合わせて楽しく体を動かすことで表現力が身に付きます。皆様のご参加をお待ちしております。

＜募集内容＞

※上記時間には準備体操も含まれております。

＜教室内容＞

初心者向けにリズムトレーニングやスキップなどの簡単な動きを取り入れます。

また、HIPHOP音楽に合わせた基礎的なダンスの動きを楽しみます。

＜持ち物＞　

動きやすい服装・室内シューズ・タオル・飲み物

＜申込方法＞

11月8日（金）9:30～受付開始

当館3階受付にてお申込みください。（電話予約不可）。  

定員になり次第締め切りとさせて頂きます。

※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。

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！

＜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

開催日 開催時間 対象 定員 参加費

各20名 550円（税込）

小学4年生～中学生

12月8日（日）

開催日

880円（税込）

11月12日（火）

11月19日（火）

16:15～17:15

（60分間）
各12名

4歳児～小学2年生

小学3年生～小学6年生

西成スポーツセンターからのお知らせ

14:00～15:00

（60分間）

15:10～16:10

（60分間）

開催時間 対象 定員 参加費

西成スポーツセンター

5歳児～小学3年生
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