
 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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♪ 

利用者の思いに気づく、力を活かす

「動き出しは本人から」の介護

実践 
●大堀 具視／編著 

●中央法規 

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：８月 2６日（月）10 時～８月 3０日（金）15 時まで 

時間：９時～21 時（平日）、９時～17 時（土日） 

    ※８月 2６日(月)のみ 10 時～開始、８月 3０日(金)のみ 15 時で終了 

 

 

◎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：８月 2４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) 

 

リサイクルブックフェアで    

使用する古本を募集中です‼ 
 

 

無料で古本を 

お持ち帰りいただける 

イベント！ 
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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 

 

エネルギーってなに？“おんだんか”ってなにが悪

いの？クイズや実験をしながら、地球温暖化やリサ

イクルの方法について楽しく学びます。 

夏休みの自由研究にピッタリ！地球にやさしい暮ら

しについて、みんなでいっしょに考えよう！ 

 日 時：8 月 7 日（水）10:00～12:00 

費 用：無料 

対 象：小学生 3年生以上のこどもと保護者 

   （市内在住、在学の方） 

定 員：15 組 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 

 

 

「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：8 月 8 日（木）10:00～11:30 

費  用：無料 

対  象：小学校高学年以上 

（市内在住、在勤、在学の方） 

定  員：50 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 

あべの平和映画上映会 

戦後 74年、平和の尊さ、大切さ、戦争の悲惨さを

知る機会として、「あべの平和映画上映会」を開催

します。 

 8/13 10:00～「Tomorrow明日」 

（火） 13:00～「さくら隊散る」 
15:20～「いわさきちひろ～27歳の旅立ち～」 

8/14 10:00～「火垂るの墓」 
（水） 13:00～「アニメひめゆり」 

14:00～「紙屋悦子の青春」 

8/15 10:00～「命のビザ」 13:00～「夜と霧」 

（木）  14:00～「独裁者」 

8/16 10:00～「はだしのゲン」 
（金）  13:00～「市原悦子朗読ライブラリー 

戦争童話シリーズ」 
14:15～「黒い雨」 

費 用：無料 対 象：どなたでも 

定 員：80名（当日先着順） 申込み：不要 

 

NW 型市民セミナー 

なにわのみちの四方山話 

あべのフィルムライブラリー 8 月 

 ダブルシフト 

～パパの子育て奮闘記～(89 分) 

北欧発イクメン映画の決定版。８ヶ月の育児を

経てバトンタッチされた父、戸惑いの中で育児

の喜びを知り始めるが・・・ 

日 時：8月 26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 

 

NW 型市民セミナー 

地球を救うのは君たちだ！みんなでやろう、 

省エネ・ごみゼロ・3R 

 

あべのフィルムライブラリー 特別上映会 
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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 

 

漢方薬について学びます。自分のからだを知って、

からだに合った漢方や、東洋医学の考え方を日々の

生活に活かして、健やかにすごしましょう。 

第 1回 東洋医学の考え方を学び自分の体質を知る 

第 2回 体質によって異なる健康のための食生活や 

よく使用される漢方薬の解説 

 日 時：9 月 7 日（土）・9月 21 日（土） 

15:00～17:00（全 2 回） 

費 用：無料 

対 象：どなたでも 

定 員：30 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：8 月 29 日（木）必着 

 

 

 

日本語も話せるネイティブスピーカーの講師によ

る、英語講座です。英語を使ったゲームやミニ会

話を通して、英語を親しみながら学びましょう。 

みんなでコミュニケーションしながら、英語を楽

しく身につけませんか？ 
 
日  時：10 月 7 日～1月 20 日 毎週月曜日 

（10/14・11/4・12/30・1/13はお休み） 
10:00～12:00（全 12 回） 

費  用：受講料 16,800 円 

対  象：どなたでも 

定  員：20 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：9 月 18 日（水）必着 

 

 

働く女性のための資産形成セミナー 
 

「iDeCo」や「つみたて NISA」等税制優遇制度

を利用した資産形成に興味はありませんか？ 

女性 FP が働く女性の目線で解説します。 

 

日  時：9 月 12 日（木）19:00～20:30 

費  用：無料 

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 
 

やさしい英語で楽しもう 

～Let ’s have fun with English～ 

 

いちょうカレッジ専科 まちづくりスキルアップ講座 

ナニワ喜劇劇場 

～まちが舞台？笑いのチカラ～ 

まちの魅力の発信やまちづくりを、演劇の手法

を使った実践を通して学びます。 

最終回にはまちに出て、市内各所を移動しなが

ら、アドリブ満載の市民演劇を行います。 

日  時：10 月 5 日～11 月 16 日 毎週土曜日 

（10/26はお休み）13:30～15:30 

（全 6 回） 

費  用：無料 

対  象：市内在住、在勤の方 

定  員：20 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：9 月 24 日（火）必着 

 

あべの市民セミナー 

漢方講座 

「体質から考える健康法」 

 

i5921209
タイプライターテキスト
－８－



夏だからこそ室内で運動を楽しみませんか？見学もできますのでぜひ一度お立ち寄りください！

○○まだ間に合います！　夏休み子ども水泳短期教室(第3期）　参加者大募集！○○
夏休みの間にお子さまの泳力を強化してみませんか？

短期集中教室でお子さまの泳力アップを目指します。まだ空きがございます。お急ぎください！

＜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。※タオルは水いぼ予防のため、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） ※お申込時にご入金ください。  

○○開放DAYのご案内（バドミントン・卓球が楽しめます）○○
開放DAYでは、通常予約制で貸出している体育場などを下記の日時のみ予約なしで直接３階受付にて

施設貸し（バドミントン・卓球のみ）としてご利用していただけます。

★ 持ち物

室内シューズ・動きやすい服装

※ラケット・ボール・シャトルは用意しております。

★ 料金（左記の各時間帯ごとに料金が発生いたします）

ご利用開始60分前から当館３階受付にて整理券をお配りいたします。 高校生以上　１回２００円（税込）

入場受付時に券売機で「開放DAY」のご利用チケットを購入し 小学生以上　１回１００円（税込）

フロントスタッフへお渡しください。 幼児（小学生未満）無料

※卓球台・コートに限りがあります。いっぱいになりますと 障がい者(介護者含む）無料

　　お待ちいただく場合がございます。 ※証明出来るものが必要です。

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！

西成スポーツセンター

＜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からのお知らせ

開催期間 開催時間帯 参加費（税込）対象 定員

各4,800円

（4日間集中

型）

③8月6日（火）～8月9日（金）

④8月20日（火）～8月23日（金）

10:00～11:00

（60分間）

2歳6か月～中学生

（本科教室生は

ひよこ級から5級）

各35名

開催日程 開催時間帯

8月24日（土）
1回目 １０：００～１２：００

2回目 １２：３０～１４：３０
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