
 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                                   としょかん     

 

 

 

としょかん通信 

定例の催し 

 

●読書会（毎月第４金曜日） 

日 時 1 月 22 日 10:00～11:00 

場 所 区民センター 会議室 2-1 

1月のテキスト 

『ラストラン』  

角野 栄子 著 

※本は図書館でご用意します。 

 

 

 

 巡回日・場所 

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

・1 月 21 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/ 

西成絵本の会のみなさんによる絵本の読み聞かせなど、 

楽しいお話がいっぱいのイベントです。 

日 時 1 月 26 日（火） 11:00～11:45   対 象 乳幼児と保護者 

場 所 区民センター会議室 ２-３        

申込み 1/5～1/24 の間に、窓口または電話で受付 

●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 1 月 6 日・13 日・20 日・27 日  15:30～16:00 

対 象 幼児、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  1 月 28 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      

お た の し み 会  冬 の 特 別 版 

 

※行事は、新型コロナウイルス感染拡大の状況に

よっては、中止または延期する場合があります。 

みんな 

きてね 

https://www.oml.city.osaka.lg.jp/
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来館時のお願い・マスク着用（未着用の方は入館できません）  

・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。  

・体温チェック  ・手指の消毒、手洗いの徹底  

・水分補給以外の飲食はできません。（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。 

 

 

 

 

  

バンパー・囲碁・将棋・オセロの利用可能時間帯 

遊戯は時間枠内での利用をお願いします 

１回目 10：00～12：00 

２回目 12：15～14：15 

３回目 14：30～16：30 

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、大阪市の老人福

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。 

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。 

西成区老人福祉センター 

介護予防ポイント事業 65 歳以上 要申込  

好きなことや得意なことを活かしてみませんか。 

施設などで働いて介護ポイントをためよう。 

内 容：介護事業ポイント事業登録時研修 

日 時：2 月 8 日（月）14：00～16：00  

場 所：老人福祉センター 大広間 

定 員：15 名程度（先着順） 

申込み：1/5（火）10：00～（直接または電話） 

センターまたは、大阪市社会福祉協議会  

介護予防ポイント事業担当06-6765-5610 

対 象：市内在住65歳以上の方 

コーヒーの楽しみ方講座      申込受付中 

一杯のコーヒーには意外と知らない秘密が詰まっています。 

コーヒーの効果・効能、おいしく飲むための簡単な知識や、

淹れ方などを学びます。 

日 時：1 月 29 日（金）13：30～15：00 

場 所：老人福祉センター 大広間 

定 員：20 名（先着順） 

申込み：受付中（直接または電話） 

講 師：山本雄一氏 

 

 無料 

 

「いきいき百歳体操」            要申込 

★ステップアップ講習part4 

≪百歳体操をされている方対象≫ 

内 容：健康運動指導士 長谷川先生による「百歳体

操指導」と「フレイル予防法の講習」 

日 時：2 月 10 日（水）10：30～正午 

19 日（金）10：30～正午 

       《申込みはどちらか一日のみ》 

場 所：老人福祉センター 多目的室奥 

定 員：各 20 名程度（先着順） 

申込み：1/15（金）10：00～（直接または電話） 

※別室にて10：30・11：15の百歳体操もあります 

認知症サポーター養成講座  年齢不問 要申込  

～認知症になっても安心して暮らせるために～ 

認知症サポーターは、認知症を正しく理解し認知症のひとや 

その家族を見守る「応援者」です。認知症になっても安心して

暮らせる福祉のまちづくりを一緒にすすめていきましょう。 

内 容：・認知症とは？ 治療・予防について 

    ・本人・家族の気持ちを知ろう・相談機関を知ろう 

日 時：1 月 28 日（木）13：30～15：00 

場 所：老人福祉センター 大広間 

定 員：20 名程度（先着順） 

申込み：1/5（火）10：00～（直接または電話） 

対 象：認知症高齢者を抱える家族の方や、介護等に興味 

のある方、オレンジサポーターとしての活動を考

えておられる方。（年齢不問） 

 無料 

 

先着順の申込みは定員に達した時点で締め切りとさせていただきます。  

各募集は市内在住 60 歳以上の方が対象となっています。詳しくはお問い合わせください。  

 
新春ミニコンサート       申込受付中 

童謡、唱歌、季節の歌、馴染みのある演歌など  

「昔懐かしい曲」が盛りだくさん。弦楽四重奏団  

「あいあい」さんの演奏を今は静かに楽しみましょう。 

日 時：1 月 19 日（火）13：30～15：30 

場 所：老人福祉センター大広間 

定 員：25 名程度（先着順） 

申込み：受付中（直接または電話） 

無料 

無料 

無料 

無料 

無料 
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図書・資料閲覧室は、書籍・資料などの蔵書点検とお正月休みのため、令和２年 12月

2３日（水）～令和３年 1月５日（火）まで休室します。 

 

年内の開室は 12 月 2２日（火）まで、年始は 1 月６日（水）から開室します！ご利用

の皆様には、ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。 

 
 

 

 

 

 

 

  

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♪ 

「特養・デイサービスの生活相談員 

仕事ハンドブック 役割が見える、

業務の進め方がわかる」 
●梅沢 佳裕/著 

●中央法規出版 

 

図書・資料閲覧室 休室のお知らせ 

大阪市社会福祉研修・情報センター２階にある「図書・資料閲覧室」では、社会福祉に関する書籍

などを無料で貸出しています(認知症、介護技術、手話の DVD や、福祉関係雑誌などが充実して

います。) 

〇図書・約 1800冊 〇DVD・約 940本 〇雑誌・約 27種類 

開室時間/月曜日～土曜日(祝日、年末年始は除く) 午前 9時 30 分～午後 5時 

貸出期間/2週間(図書・雑誌等は 5冊、DVD・ビデオは 5本まで)  

利用資格/貸出し期間(2週間)内に、来館しての返却が可能な方 

 

※初回の登録時には、住所・名前などの証明ができる本人確認書類(免許証、保険証)などご持参ください 

※郵送での返却はできません。  

 

問合せ先/☎０６-４３９２-８２３３  お電話で図書・DVDの予約も承ります。 

●吊天井工事のため令和 3 年 3 月末までは研修・情報センターの貸室は中止して

おりますが、図書・資料閲覧室は開室しております。 

i5921209
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〒557-0033 西成区梅南1-2-6 ☎・FAX 06-6658-4528

2021

手づくりあそび
1月は節分のかざりを

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）

えほんタイム

クリーン作戦 メイクアップレッスン★

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

23日（土）

午前11時～11時30分

食育講座

「おだし」について

26日～29日

午前10時～12時

20日 21日

★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。

（土）

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10組

●参加費：無料

（火）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！

24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）

20日

（水） （水） （木）

大きなリリアンで毛糸を編もう♥

かわいい小物が作れるよ

午後3時

～4時30分

15日

16日

大型絵本や紙芝居、

手遊び・歌遊びを

楽しみましょう

27日

19日

30日

16日

「おだし」と「離乳食」について

つどいのお部屋でお話します

●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

1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

●対象：子育て中の方

●申込み：受付中 先着5名

●参加費：300円

9日

（土）

●対象：小学生以上の児童

●申込み：受付中 先着10組

●参加費：無料

（金）午後1時

～1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

午前9時30分

～11時

①午前9時30分～

②午前11時30分～

③午後1時30分～

プラザのまわりを

みんなで

きれいにしましょう！

午後３時30分～４時30分

手づくり工作

●対象：小学生以上の児童

●申込み：受付中 先着5組

●参加費：無料

まもなく訪れる春に向け、

お顔も心も明るくしてくれる

メイクを学びましょう

午前11時

～11時30分
（土）

●対象：乳幼児と保護者

●申込み：受付中 先着5組

●参加費：無料

午前10時～11時
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