
〒557-0033 西成区梅南1-2-6 ☎・FAX 06-6658-4528
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午後1時30分

～2時

プラザのまわりを

みんなで

きれいにしましょう！

日

1817

18

（土）

日

（土）

日
（木）

（金）

日

22
日

（水）

日

（土）

午後3時30分

～4時30分

ぴよちゃんネット

●対象：小学生以上の児童

●申込み：当日自由参加

●参加費：無料

●対象：小学生以上の児童

●申込み：当日自由参加

●参加費：無料

●持ち物：タオル：お茶

●対象：乳幼児と保護者

●申込み：当日自由参加

●参加費：無料

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

27日（土）

午前11時～11時30分

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

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)

●対象：どなたでも

●申込み：当日自由参加

●参加費：無料

午後2時～4時

手づくりあそび

・午前10時30分

～11時30分

・午後1時～2時

午前10時～12時

●対象：乳幼児と保護者

●申込み：当日自由参加

●参加費：無料

卓球教室

けん玉教室

25
日

（土）

18
午前11時

～11時30分

4
日

（土）

●対象：小学生以上の児童

●申込み：当自由参加

●参加費：無料

午後1時30分～2時30分

午後2時30分～4時

（火） （金）

（金）

28➧31

15➧16

日 日

自分のペースで楽しく上達できます

えほんタイム

●対象：乳幼児と保護者

●申込み：当日自由参加

●参加費：無料

子育て相談会
こどもと楽しむかんたん手づくり。

7月はうちわを

作ります

クリーン作戦

日
（水）

7月はプラバンづくりをします

うつしたいイラストなどがあれば

持ってきてね♪

手づくり工作

●対象：子育て中の方5名

●申込み：7月10日まで(申込多数の場合抽選)

●参加費：無料

あげちゃおう！

もらっちゃおう！

＆子育て相談会
ゆったりと参加していただける個別

対応の交換・相談会を開催します

午前11時30分

～12時

午前10時30分

～11時30分

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

午前10時30分

～11時30分

7月生まれさんの

おたんじょうび会
7月におたんじょうびをむかえるお友

だちをみんなでお祝いしましょう

●対象：乳幼児と保護者

●申込み：当日自由参加

●参加費：無料

26
日

（日）
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来館時のお願い  
・来館された方は「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、入館時間は 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。 

 

 

 

 

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 花園町駅 

 【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。上履きをお持ち下さい。 

西成区老人福祉センター 

６月１９日より開館  

感染拡大予防の対策をとりながら、一部の利用を再開しています。  

利用可能な活動や、再開しているサークルについては、事務室にお問合せください。   

百歳体操は再開しています。体調と相談しながら無理のないようにお越しください。  

なお、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。 
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★電   話★ 講座名・住所・名前・電話番号 

★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 

 

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：9 月 18 日～11 月 20 日 毎週金曜日 

19:00～21:00（全 10 回） 

費 用：受講料 17,000 円 

教材費 1,760 円 

対 象：どなたでも 

定 員：30 名（先着） 

申込み：インターネット、電話、来館 

締切り：9 月 11 日（金） 

 

身の回りの化学物質について、「夏の自由研究」

のヒントとなるようなおもしろい実験を交えなが

ら楽しく学び、人と環境にやさしい日常生活を考

えます。 
 

日  時：8 月 13 日 木曜日 10:00～11:30 

費  用：無料 

対  象：小学校 3 年生以上の小学生と保護者 

    （就学前児童の入室不可） 

定  員：14 組（先着順） 

申込み：インターネット、電話、来館 

締切り：8 月 12 日（水） 

お仕事帰りのナイトヨガ 

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、

初心者の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：9 月 18 日～12 月 11 日 毎週金曜日 
19:00～20:30（全 12 回） 

費 用：16,800 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 

締切り：9 月 17 日（木） 

 

楽しく学ぼう！ 

夏休み親子自由研究（環境編） 
 

 

簿記入門講座 
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〇〇新規スポーツ教室のご案内〇〇
　新たに3つの教室がスタート！1回体験も受付中ですのでこの機会にぜひご参加ください！

「ピラティス」

水曜日12:45～13:45　1か月4回4,500円

「健康体力アップ教室」

木曜日13:00～14:20　3か月10回5,100円

「卓球（初心・初級）教室」

火曜日 15:30～17:00　3か月12回8,820円

〇〇子ども水泳教室のご案内〇〇
　お子様の泳力にあわせたクラス分けでご指導いたします。ぜひご参加ください！

※新型コロナウィ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

西成スポーツセンターからのお知らせ

屋内プール施設利用料金表
対象 1回券 回数券（11枚） 定期券(1ヵ月）

子ども6歳以上16歳未満 350円 3,500円 2,450円

（税込）

◆◆これまでよりさらに続けやすい教室としてリニューアル◆◆

1期 2か月 8回コース 6,880円（施設利用料別）

お待たせしました！

7月より再開します！

定期券（1か月）
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