
西成区民センター
〒557-0041 大阪市西成区岸里 1-1-50

申込み・問合せ：窓口またはお電話で 06-6651-1131

年末恒例！あなたも一緒に
区民センターで舞い納めしませんか？！

※開催日程、開催場所、受講料、持ち物等詳しくはお問い合わせください。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。

11月29日（日）11月29日（日）
開演 1２：00（開場11：30）

～16：30（終演予定）
開演 1２：00（開場11：30）

～16：30（終演予定）

入場
無料
入場
無料

日本中大人気の「よさこい祭り」
子どもから大人まで、世代を超えて多彩なチームが出場します !

楽しく集って仲間作り！ 区民センター人気の講座！！

年忘れ年忘れ

-2020-

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

【新型コロナウイルス感染拡大防止対策について】
〇来館時は、必ずマスクを着用してください。
〇手指の消毒にご協力ください。

〇当日息苦しさや高熱がある場合は、入館をお控え下さい。
〇3密を回避し、ソーシャルディスタンスを保つようにご協力お願い致します。
　その他、新型コロナウイルス感染拡大防止にご協力をよろしくお願いします。

ハッピー・ヨーガ
（木曜日）

フラダンス
（火曜日）

似顔絵
一日体験教室

筆ペンで描く
野の花

１月 14日 ~3 月 25 日（全 10 回）
時　間：朝の部　10：00 ～ 11：30
　　　　昼の部　14：00 ～ 15：30
　　　　夜の部　18：30 ～ 20：00
参加費：各コースともに 10,000 円

１0月 13 日 ~3 月 16 日（全 12 回）
時　間：昼の部　14：00 ～ 15：30
　　　　夜の部　18：30 ～ 20：00
参加費：各コースともに 12,000 円

1月 27 日（水）
時　間：14：00 ～
参加費：1,000 円（材料費含む）

1月 27 日、2月 3日、3月 3日（水曜日）　
時　間：13：30 ～ 15：30
参加費：1回 700 円（材料費 200 円含む）　
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としょかん通信 

定例の催し 

 

●読書会（今月は第 3金曜日） 

日 時 12 月 18 日 10:00～11:00 

場 所 区民センター 会議室 2-1 

12月のテキスト 

『さようなら、オレンジ』  

岩城 けい 著 

※本は図書館でご用意します。 

 

 

 

 巡回日・場所 

・12 月 8 日(火) 10:00～10:50 
北津守小学校体育館前（北津守 3-3） 

・12 月 10 日(木) 13:00～14:00  
        南津守小学校通用門（南津守 6-1） 

問合せ 中央図書館 自動車文庫 電話：6539-3305 

 

移動図書館まちかど号  

＜問合せ＞ 

西成図書館（区民センター3 階） 

西成区岸里 1-1-5０ 

電話：６６５９－２３４６ 

https://www.oml.city.osaka.lg.jp/ 

★年内は 12 月 27 日（日）まで開館します。年始は１月 5 日（火）から開館します。 

返却ポストは、12月 27 日(日)午後 5 時から 1 月 4 日(月)午前 9時まで、 

ご利用いただけません。 

◎ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。 

年末年始休館のお知らせ   

●おたのしみ会（毎週水曜日） 

絵本の読み聞かせや紙芝居などをします。 

日 時 12 月 2 日・9 日・16 日・23 日  15:30～16:00      

対 象 幼児と小学生     

場 所 西成図書館 絵本コーナー 

申込み 前日 12 時までに、窓口または電話で受付 

●乳幼児向け おはなし広場 

“すくすく”（毎月第４木曜日） 

0～3 歳児むけの絵本をいっしょに楽しみます。 

 

日 時 12 月 24 日 11:00～11:30 

場 所 西成図書館 絵本コーナー 

申込み 前日12時までに窓口または電話で受付      

https://www.oml.city.osaka.lg.jp/
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〒557-0033 西成区梅南1-2-6 ☎・FAX 06-6658-4528

２０２０

手づくりあそび
11月はクリスマスのかざりを

作ります
●対象：乳幼児と保護者

●申込み：受付中 各回先着5組

●参加費：無料

（土）

（火）

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

えほんタイム

クリスマスリース作り

22日～25日

午前10時～12時

午前10時30分～

11時30分

クリスマスリース作り

●対象：乳幼児の保護者
※一時保育はありません

●申込み：受付中 先着5組

●参加費：300円

プラザの庭に育ったハーブを

使ってリースを作りましょう♥

★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。

（水） 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

●参加費：無料

5日

（土） 午前11時30分

～12時

広ーい体育館で

おもいっきり

あそぼう！

級や段を目指して

がんばろう！

20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

（金）

午後3時

～4時30分

16日 19日

大型絵本や紙芝居、

手遊び・歌遊びを

楽しみましょう

23日

19日

ペープサートや手遊びで

楽しみましょう！

クリスマスにぴったりの少し大人な

リース作りにチャレンジしませんか？

26日

●対象：乳幼児と保護者

●申込み：受付中 先着5組

●参加費：無料

子育てコンシェルジュ

相談会
子ども・子育てコンシェルジュさん

に、なんでもたずねてみましょう

午前10時～11時（水） （土）

●対象：乳幼児と保護者

●申込み：受付中 各回先着5組

●参加費：無料

12月生まれさんの

おたんじょうび会
みんなでお歌を歌って、

おたんじょう日をお祝いしましょう

♥

ぴよちゃんネット

午前10時～12時

●対象：子育て中の方

●申込み：受付中 先着5名

●参加費：1,500円

●場所：こどもの里
(萩之茶屋2-3-24) 

ハーブと野菜

ファミサポ交流会

（土）

（土）

12日

（土）

●対象：乳幼児と保護者

●申込み：受付中 先着10組

●参加費：無料

つどいの広場

クリスマス会

8日

（火）

午前10時30分

～11時30分

●対象：乳幼児と保護者

●申込み：受付中 先着5組

●参加費：無料

4日

（金） 午前10時～11時

①午前9時30分～

②午前11時30分～

③午後1時30分～

クリスマス

ファミリーコンサート

●対象：幼児・小学生と保護者、

ファミリー・サポート・センター会員

●申込み：受付中 先着20名

●参加費：無料

親子で楽しめる素敵なヴァイオリン

コンサートです♪♬♫
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