
〒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

●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。

9月はお月見のかざりを

作ります

●対象：乳幼児と保護者

●申込み：9月2日より各回先着5組

●参加費：無料

5日

（土）

（水） （金）

（金）

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

26日（土）

午前11時～11時30分

午前11時～12時

●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

（土）12日

●対象：乳幼児と保護者、小学生

●申込み：受付中
乳幼児と保護者先着10組、小学生先着10

名

（水）

●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

人形劇団

「ねこじゃらし」公演

16日17日午後3時30分

～4時30分

手づくり工作

23日~25日

午前10時30分

～12時

ママもこどもも

リフレッシュ

午前10時

～11時

リトミックであそぼ！

●対象：幼児と保護者

●申込み：受付中 先着8組

●参加費：無料

♪音楽にあわせて

楽しく体を

動かしましょう♪

★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。

（金）

楽しい人形劇やペープサートなど

午前11時

～11時30分

①午前9時30分～

②午前11時30分～

③午後1時30分～

わんぱくランド

●対象：乳幼児と保護者

●申込み：受付中 先着5組

（木）

5日

（土） 9日

（水）

（土） （土） 午後2時～4時

プラザのまわりを

みんなできれいに

しましょう!

広ーい体育館で

のりものあそびを

しましょう！

自分のペースで楽しく上達できます。

級や段を目指してがんばろう！

27日

（日）

●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

●持ち物：タオル、水筒

けん玉教室

午後2時30分

～4時

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)

18日

アクアビーズで

小物を

作りましょう★

19日 19日

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？

23日

●対象：乳幼児と保護者

●申込み：9月2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

午前10時

～11時
（水）

ぴよちゃんネット

午前10時30分

～12時

●対象：子育て中の親子

●申込み：受付中 先着６組

●参加費：無料

ハーブと野菜

●対象：乳幼児の保護者(★一時保育あり)

●申込み：9月4日より先着6名

●参加費：300円

ハーブで作る

マスクミスト

午前10時30分

～12時

身近なハーブを使って、清涼感のある

マスクミストを作りましょう

25日

5日

（土）
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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♪ 

 「スマホ」という病  
●浅川 雅晴 / 著 

●KK ロングセラーズ 

「脳」の老化が早くなる。視力低下・不眠・

耳鳴り、うつ病などの原因にも・・・。 

～「ウェルおおさか」のお知らせ～ 

当センターでは偶数月に福祉を知る

みんなの情報誌『ウェルおおさか』を

発行しています!! 

「大阪の福祉を知るみんなの情報誌」というコンセプトに 

沿って、市民・福祉関係者向けに福祉にかかわる様々な情報や当センター主催の研修案内

などを掲載し、大阪の福祉全般の増進を図ることを目的に発行しています!! 

無料 

 

大阪市社会福祉研修・情報センター、市役所、各区の区役所・保健福祉センター、図書館、老人福祉センター      

区在宅サービスセンター、大阪市サービスカウンター（梅田・難波・天王寺）、地下鉄主要駅パンフレットコーナーなど 

「ウェルおおさか」の配架場所 
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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）  

・体温チェック、手指の消毒、手洗いの徹底。  

・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）  

・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  

 

 

 

 

 

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。上履きをお持下さい。 

高齢者の栄養セミナー 「骨・カルシウム セミナー」要申込 

カルシウムは骨を作る大切な栄養素です。骨の健康を維持する 

ポイントをわかりやすくお伝えします。 

日 時：9 月 8 日（火）13：30～14：30 

場 所：老人福祉センター 多目的室奥 

講 師：雪印メグミルク㈱関西コミュニケーションセンター管理栄養士 

定  員：20 名程度（先着順） 対 象：市内在住 60 歳以上の方 

申込み：8/17(月) 10：00～ （直接または電話） 

 

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。 

 

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） 

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 

 

西成区老人福祉センター 

介護予防ポイント事業   要申込 
～事業登録時研修会～ 

 好きなことや得意なことを活かせるチャンス

です。研修を受けてみませんか。 

日 時：9月10日（木）14：00～16：00 

場 所：老人福祉センター大広間 

対  象：65 歳以上の方  

定  員：20 名（先着順）  

申込み：8/20（木）10：00～ 

（直接または電話） 

初めてのスマホ決済教室 要申込     

内 容：今からでも遅くない！ 

「初めてのスマホ決済」から「スマホ活用術」まで 

日 時：①9月18日（金）13：30～15：30 

②9月30日（水）13：30～15：30 

<どちらか 1日のみ> 

申込み：9月 1日（火）10：00～ 

締切り：①9 月 10 日（木） 

     ②9 月 17 日（木） 

定 員：各 15名（申込多数は抽選） 

申込方法：★往復はがきに・希望日・氏名・

年齢・住所・電話番号を記入

し締切日必着で申込み 

★または、63円はがき持参で 

直接申込み 

 

転倒予防教室                要申込 

膝痛や転倒による骨折の、予防に役立つ簡単な運動をご紹介します。 

体操は、高血圧や糖尿病の予防にもつながるとともに、それらの症状

が悪化しないようにもなります。 

日 時：10 月 8 日（木）・22 日（木）2 回連続教室 

    13：30～15：30 

場 所：老人福祉センター多目的室奥 

講 師：健康運動指導士 河野千恵子先生 

定 員：20 名（先着順）  

申込み：9/16（水） 10：00～（直接または電話） 

 

無料 

 

 

 無料 

 

 無料 

 

 無料 
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★電   話★ 講座名・住所・名前・電話番号をお伝えください。 

★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。 

★往復はがき★ 講座名・住所・名前・電話番号をご記入の上、お送りください。 

★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 

 

「道路」について考えたことはありますか？ 

都市を災害から守る(防災機能)、鉄道や電気、上下水

道など様々な施設を収納することができる(空間機

能)etc、実はまだまだ知られざる道路の世界があるん

です。 

街づくりにとって、「道路」は街を支える骨格です。

さぁ、一緒に「道路」について考えましょう！ 

 

日 時：9 月 23 日 水曜日 10:00～11:30 

費 用：無料 

対 象：市内在住・在勤・在学者 

定 員：50 人（先着） 

申込み：インターネット、電話、来館 

写真を撮って、活動やまちの PR ポスターを作成し

ます。 

目を引く写真の構図、風景の切り取り方を学び、実

際に撮影した写真に文字を載せます。 

世界でひとつだけのポスターを作成して展示しま

す。 

日  時：10 月 3、10、17、31 日、11 月 14 日 

土曜日 13:30～15:30（全 5 回） 

費  用：無料 

対  象：どなたでも 

定  員：20 人（多数抽選） 

申込み：インターネット、往復はがき、来館 

締切り：9 月 17 日（木） 

哲学講座 
西田幾多郎と鈴木大拙は、日本生まれの世界的な思

想家です。彼らが試みたのは、来るべき世界文化の

形成のために、日本から有意義な思想を発信するこ

とでした。今回の哲学講座では、仏教、芸術、自然

に注目して、西田と大拙がどのようなことを世界に

向けて発信したのかについて考えます。 

日 時：11 月 21 日、12 月 5、19 日 土曜日 
13:30～15:30（全 3 回） 

費 用：無料 

対 象：どなたでも 

定 員：40 人（多数抽選） 

申込み：電話、往復はがき、インターネット、来館 

締切り：11 月 9 日（月） 

 

いちょうカレッジ専科 

広報 PR 実践コース 
 

 

なにわのみちの四方山話 

変体仮名入門 
～『百人一首』と『小学唱歌集初編』を読む～ 

変体仮名が読めるようになりたい初心者向けの講

座として、古典文学を代表する作品の『百人一首』

と明治時代の『小学唱歌集初編』を取り上げ、変体

仮名で書写された原文を読解していく。 

日 時：11 月 12、19、26 日 木曜日 
10:00～12:00（全 3 回） 

費 用：3,000 円 

対 象：どなたでも 

定 員：50 人（多数抽選） 

申込み：インターネット、往復はがき、来館 

締切り：10 月 27 日（火） 
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