
 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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♪ 

「定点観測・釜ヶ崎〈増補版〉」 
●中島 敏∥編 

●東方出版 

「釜ヶ崎」の変貌と今を伝える 

モノクローム写真集。 

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 25 日（土）～８月 31 日（金） 

時間：９時～21 時（平日）、９時～17 時（土日） 

    ※８月 25 日(土)のみ 10 時～開始、８月 31 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 
以上をご了承いただき、ご寄贈ください 

  

受付期間：８月 24 日(金)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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真夏の１週間、阿倍野市民学習センターでは、朝から夜まで、素晴らしい映像の世界をお楽しみいただ

ける「あべのフィルムライブラリーマラソン」を開催いたします。午前、午後、夜間にそれぞれ一本ずつ

の選りすぐりの作品を上映いたします。午前はこども向けの作品を中心に、午後は平和をテーマに、そし

て夜間は世界のさまざまな秘境をご覧いただきます。  
8 月 11 日（土）10:00～ あらいぐまラスカル 14:00～ 地域の戦後 70年アーカイブス  

8 月 12 日（日）10:00～ 南の虹のルーシー  14:00～ かんからさんしん  

8 月 13 日（月）10:00～ トムソーヤの冒険  14:00～ 七人の証言～二重被爆の人たち～  

        18:00～ 「世界の秘境 霧の山ネブリナ」 

8 月 14 日（火）10:00～ 赤毛のアン     14:00～ クロがいた夏  

        18:00～ 「世界の秘境 南米の大瀑布・イグアスの滝」 

8 月 15 日（水）10:00～ フランダースの犬  14:00～ チョッちゃん物語  

        18:00～ 「世界の秘境 魔女ランダの祭」 

8 月 16 日（木）10:00～ せんぼんまつばら  14:00～ 火垂るの墓   

         18:00～ 「世界の秘境 神秘の大インド」 

8 月 17 日（金）10:00～ グスコープドリの伝記 

14:00～ 21 世紀に遺しておきたい語り部シリーズ オキナワ  

         18:00～「世界の秘境 大草原に生きる」 

費用：無料 対象：どなたでも 定員：80 名 申込み：不要 ※開場は 30 分前です。 

 

★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★ 返信用のはがきを 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 

1 

舞台経験ゼロ、でもお笑いは大好き！歌うのも大好

き！そんなアナタにピッタリの講座です。アドリブ重

視のお笑いテクニックや簡単なステップなど、それぞ

れの専門分野の講師が丁寧に指導します。 

 日 時：9 月 11日、10 月 9 日・23 日・30日、 

11 月 13 日・27 日、12 月 11日・ 

19 日・21 日・25日 10:00～12:00 

（全 10 回）基本火曜日 
※12月 25日のみ 10:00～16:00 
※12月 19日は水曜、12月 21日は金曜。 

費  用：13,000 円 

対  象：シニアを中心にどなたでも 

定  員：30 名（多数抽選） 

申込み：インターネット、往復ハガキ、 

来館（ハガキ必要） 

締切り：8 月 27 日(月)必着 

あべのフィルムライブラリーは月に一度、映像作

品をご覧いただきます。 

「ドライブ、行かない？海とか・・・」はじめて

出逢ったとき、わたしは彼の障害（自閉症につい

て）のこと、知りませんでした・・・自閉症を取

り巻く現実に迫る心温まるヒューマン・ドラマで

す。 2009 年制作 上映時間 103 分 

日 時：8 月 27 日（月） 

9:30 開場 10:00 開演 

費 用：無料 

対 象：どなたでも 

定 員：80 名 

申込み：不要 
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対 象：60 歳以上の市内在住の方で、パソコン初心者の方  

内 容：電源の入れ方から文字入力・文書の作成やインターネット

の使い方等。 

日 時： 9 月 7日(金)、 14 日(金)、 21 日(金)、 

１０月 5 日(金) （全 4 回） 

13：30～15：30 ※内容によって若干変わります。 

場 所：西成区老人福祉センター 

定 員：15 名（応募多数の場合は抽選） 

       抽選結果は、「はがき」にてお知らせします 

受講料：無料（教材費 別途 500 円程度）※初回日に徴収 

申込締切：８月 18 日(土) 

申込方法：通知用の郵便はがき(６２円)を持参のうえ本人が直接 

来館し事務室にて申込み ※電話・郵便での受付はできません 

※申込み・問合せ 西成区老人福祉センター（梅南 1-4-27） 

☎6654-2951 
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夏限定企画！スポーツ教室の体験を1回500円（税込）で参加できます。（実施期間:8月1日～9月30日）


＜参加対象＞

○大人教室/高校生以上

◆子ども教室/こどもクラシックバレエ/３歳～小学生。キッズダンスC：5歳～小学6年

※注意事項/過去6か月間で在籍されていた同教室には体験できません。お1人様1種目1回のみ体験受講可能です。

＜参加方法＞

当館3階フロントにて受付致します。（電話予約可　要事前予約）　9月の体験は8月15日から受付いたします。

○プール・マシンジム無料開放DAY　参加者大募集！○　～はじめての方大歓迎！～

南海本線「岸里玉出」駅近くのスポーツセンターのプール・マシンジムを一度使ってみませんか？

地元の皆さまに西成スポーツセンター・屋内プールのマシンジムを知っていただくための特別企画です！お気軽にご参加ください。

＜開催日＞ 9月10日（月）　14:00～17:00　（3時間利用）

＊通常月曜日は休館日ですが、この日のみ上記時間内はプール・マシンジムが利用できます。

＊上記時間内であればいつでもご参加可能です。

＜参加費＞ 無料

＜対象＞ マシンジム利用：高校生・16歳以上 　　プール利用：幼児から大人の方

※プールにおいて小学４年生以下は保護者(16歳以上）の同伴が必要です。(保護者１名につきお子様３名まで）

※保護者も水着・スイムキャップを着用してください。

＜参加方法＞ 実施日に当館３階受付までおこしください。（予約不要）

＜持ち物＞ マシンジム利用：動きやすい服装 ･ 室内シューズ ･ タオル ・ 飲み物

プール利用：水着・スイムキャップ・タオル・ゴーグル・ 飲み物

◎各種レンタルは、行っておりません。

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
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  往復ハガキ ①講座名、②希望時間、③氏名、④年齢、⑤住所、⑥連絡先（電話番号）を記入 

  Ｆ Ａ Ｘ ①講座名、②希望時間、③氏名、④年齢、⑤住所、⑥連絡先（電話・ＦＡＸ）を記入 

  来   庁 返信用に６２円ハガキを 1 枚持参してください 

申込み期限 平成３０年 8 月２２日（水）必着 

問合せ先 

西成区役所 市民協働課 生涯学習担当（７階７３窓口） 

住所：〒５５７-８５０１ 大阪市西成区岸里１-５-２０ 

☎：０６-６６５９-９７３４ ＦＡＸ：０６-６６５９-２２４６ 

窓口受付日時：月～金曜日 ９:００～１７:３０ 

         

 よみ  年   （電話） 

 
氏名 

 齢 歳代   

 よみ     （FAX） 

 
住所 

     

        

 

ＦＡＸ申込欄 （※ＦＡＸ受信できる方のみＦＡＸでお申込みください） 

区役所のＦＡＸ番号 ０６－６６５９－２２４６ 

記 

入 

欄 

連 

絡 

先 

申 

込 

方 

法 
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