
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問合せ：窓口またはお電話で 06-6651-1131 

〒557-0041大阪市西成区岸里 1-1-50 

4月から始まる人気の講座 

◎ハッピーヨーガ木曜日コース 
～呼吸にあわせて体を動かし自律神経を整えます～ 

日時：4/11、18、25、5/9、16、23、30、6/6、13、20（木曜日・全 10回） 

朝の部 10：00～11：30昼の部 14：00～15：30夜の部 18：30～20：00 

各コース 10,000円（体験 1回 1,200円） 
 

4月の人気イベント 
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◎フラダンス火曜日コース 
～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～ 

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 

各コース 10,000円（体験 1回 1,200円） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

※開催日程、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 
 

◎書道教室 
～漢字やかな文字を美しく書きましょう～ 

日時：4/4、18、5/9、23、6/6、20、7/4、18、8/8、22、9/5、19 

（月 2回・木曜日・全 12回）13：30～15：30 

参加費 12,000円（お手本・半紙代含む）（体験 1回 1,200円） 
 

◎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～ 

日時：4/3、5/22、6/5、7/3、8/7、9/4（水曜日） 13：30～15：30 

費用 1回 500円+別途材料費 150円 

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） 
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初級・中級者向け 

ラージボール卓球講習会 

参加者募集！ 
運動不足解消、健康づくり、仲間づくりのために、ラージボール卓球

を始めてみませんか。初めての方にも、当センター卓球サークルの 

メンバーがやさしく指導いたします。未経験者大歓迎です。 

対 象： 市内在住の６０歳以上の方で、全日程参加できる方 

日 程： 5月 13日（月）～7月 22日（月）《7月 15日は休み》 

毎週月曜日 全 10回   

  時 間： 10：30～12：00 

場 所： 西成区老人福祉センター 多目的室 

定 員： 初級・中級 各２０名 （先着順） 

費 用： 500円 （初回日に集めます） 

申込み： 4月 9日（火）10時～ 

西成区老人福祉センター事務室にて受付 

★ご本人の来館による申込みに限ります。 

★定員になり次第、締切りとさせていただきます。 

※動きやすい服装で、室内履き（運動靴）をご用意ください。 

※水分補給用の飲み物は各自ご持参ください。 

※貸出用ラケットもあります。         

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 

西成区老人福祉センター 

【利用可能時間】10：00～17：00 

【休 館 日】日曜・祝日・年末年始 
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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 

 

簿記 3 級受験対策講座 

来る、6月 9日（日）に日商簿記検定 3 級が開催

されます。受験を考えている方、再挑戦を考えて

いる方、金曜の夜に阿倍野で学びませんか？ 

直前の 6月 7日（金）が講座の最終回！講師作成

のプリントを解き、わからないところは講師に徹

底的に聞いて、本番当日を迎えましょう。 
 

 
日  時：4 月 12 日～6月 7 日 毎週金曜日 

    （5/3 はお休み） 

19:00～21:00（全 8 回） 

   持ち物：電卓、筆記用具 

費  用：受講料 13,000 円 

    教材費 1,000 円 

対  象：簿記 3 級の学習経験のある方 

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 

 

変体仮名の読解力を養成し、変体仮名で書写され

た原本を読解し、その世界を味読します。今回は

平安時代を代表する歌物語『伊勢物語』がテキス

トです。 

第 1 回目 変体仮名入門「初冠」を読む 

第 2 回目 「芥川」「筒井筒」を読む 

第 3 回目 「東下り」を読む 
 

日 時：5 月 9 日・5 月 16 日・5月 30 日 

毎回木曜日 10:00～12:00（全 3 回） 

費 用：受講料 3,000 円 

対 象：どなたでも 

定 員：80 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：4 月 25 日（木）必着 

 

天理大学連携講座 

人間学で読み解く現代社会 

第 3 回 動物保護の日独比較 

-人間と動物の共生する社会を目指して- 

日本では、年々減ってきているとは言えない約 5

万匹の犬猫が殺処分されています。殺処分 0 を

実現し、動物(とくに犬や猫)と人間が共生できる

社会を目指すために私たちには何ができるのでし

ょうか？そのヒントをドイツの動物保護法制度か

ら探っていこうと思います。 

日 時：5 月 11 日（土）13:30～15:30 

費 用：無料 

対 象：どなたでも 

定 員：50 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：4 月 26 日（金）必着 

変体仮名で味わう「伊勢物語」 

 

あべのフィルムライブラリー 

NHK 特集名作 100 選 

 ①「鶴になった男～タンチョウふれあい日記～」 

②「知られざる尾瀬」（50 分） 

 「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。 

どうぞお気軽にふらっと、お立ち寄りください。 

（申込不要） 

日 時：4 月 22 日（月） 

9:30 開場 10:00 開演 

費 用：無料 

定 員：80 名（先着順） 

申込み：不要 

 

i9822508
テキストボックス
－１０－



4月になり新学期がスタートいたします。この春よりスポーツを西成スポーツセンターではじめましょう！

★★春休み子ども水泳短期教室　参加者大募集！★★
春休みの間にお子さまの泳力を向上させてみませんか？

水泳が苦手なお子さまにも丁寧に集中的に指導いたします。3日間集中型教室をご用意いたしました。

＜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＞　　水慣れから4泳法の指導を行います。はじめてのお子さまでもOK！

お子さまの泳力にあわせてクラス分けを行います。 

＜持ち物＞　

水着・スイムキャップ・ゴーグル・タオルをお持ちください。

※タオルは感染予防のため、ビニール袋にお入れください。   

＜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）

※お申込み時には所定の用紙に申込者情報をご記入いただき、また泳力等の聞き取りをさせていただきます。

※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。

★★新教室『モビバンフィジカル体操』　参加者大募集！★★
2019年4月より開講いたします！

＜持ち物＞　

運動できる服装・タオル・室内シューズ

飲み物などをお持ちください。

＜参加対象＞

高校生以上

＜申込方法＞

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

1ヵ月4回3,200円毎週木曜

時間帯

モビバンフィジカル体操B

受講料（税込）

モビバンフィジカル体操A 毎週木曜 13:30～14:30 12名 1ヵ月4回3,200円

西成スポーツセンター

～～まだ定員に空きがございます。お早めにお申込みください～～

西成スポーツセンターからのお知らせ

14:40～15:40

定員

12名

曜日

当館3階受付にてお申込みください。（電話予約不可）

2歳6ヵ月～小学生の

お子さま対象
各10名

参加費（税込）

Ⅱ期

Aコース
4月2日（火）～4月4日（木）

10:00～11:00

（60分間）

2歳6ヵ月～中学生の

お子さま対象
各35名

各3,600円

（3日間）Ⅱ期

Bコース

14:00～15:00

（60分間）

教室名 定員

教室名

３つの輪が特徴のトレーニング器具を使い、手や足を輪にかけて運動するだけ！

ストレッチ効果により、肩こり予防・改善、膝まわりや股関節まわりの筋力UP！

全身運動で足の筋肉を鍛え、バランス力をあげることで転倒予防など

さまざまな効果を得られます。

開催期間 開催時間帯 対象
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