
 

申込み／問合せ 西成区梅南 1-4-27                              

電話 06-6654-2951 

平成 30年度 地域高齢者学級「いちょう学園」 

いちょう学園で一緒に学びませんか。 

■対 象：市内在住の 60歳以上の方。全日程 4日とも参加できる方。 

■日 時：11/20、11/27、12/4、12/11 いずれも火曜日 

     午後 1時～3時 30分（12/4は 10時出発） 

■内 容：第 1回 11/20  開講式／和紙ちぎり絵で「干支飾り」を作ろう 

     第 2回 11/27  ダーツで認知症予防  

     第 3回 12/4   社会見学 「パナソニックミュージアム」 

     第 4回 12/11   「元気でいきいき健康教室」／終了式・いちょう会説明 

■場 所：第 1・2・4回／老人福祉センター 多目的室奥 

第 3回／社会見学（京阪電車西三荘） 

■定 員：30名  

■参加費：無 料 

■費 用：手芸の材料費 1,180円 

／見学時損害保険料 30円、交通費は自己負担 

■申込み：11月 1日（木）～（申込み先着順） 

■申込方法：来館の上、本人申込み 

      詳細は申込みの際にお知らせします。 

                 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

西成区老人福祉センター 

いきいき百歳体操 
★毎週水曜日・金曜日 

①10時30分～ ②11時15分～ 

★場所：老人福祉センター 

週 2回が理想ですが、週 1回でも、 

都合の良い日だけでもOK。 

まずは、見学に来てみませんか。 
            

2日（金） 

7日（水） 9日（金） 

14日（水）16日（金） 

21日（水） 

28日（水）30日（金） 

 

 

 

「結核健診」   

年に一度は結核健診を受けましょう。当日の申込みでも受診できます。 
■日 時：11月 27日（火）午後 1時～3時終了 
■集合場所：西成区老人福祉センター 講習室 

      直接老人福祉センターにお越しください 

■健診場所：センター駐輪場に「検診車」が来ます 

■内 容：胸部レントゲン撮影  ■定 員：80名 

 ■問合せ：西成区保健福祉センター（結核健診）電話 06-6659-9969 

「介護予防ポイント事業」～登録時研修～ 

大阪市では 65歳以上の方を対象に、ご本人の介護予防

や生きがいづくりなどを目的とした「介護予防ポイント

事業」を実施しています。参加者を募集しています！！ 

■日 時：11月 6日（火）午前 10時～12時 

■場 所：老人福祉センター 講習室 

■持ち物：筆記用具、印鑑（みとめ印）、介護保険被保険者証 

■申込み／問合せ： 

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   

11 月の予定 

無料！ 
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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 

 

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。 

今回は障がいをもつ少女“奈緒ちゃん”が家族

に育まれ、家族が彼女に育まれた 8 歳から 20

歳までの 12 年間を記録したヒューマンドキュ

メンタリーです。 

（ 製作 1995 年 上映時間 98 分） 

 日 時：10 月 29 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 

 

様々な不登校経験者と関わり支援を続けてきた講師

が、不登校の子どもと向き合う中で保護者が抱えるよ

くある悩みと、その対処、向き合い方のヒントについ

てお話しします。 

また講演会後には実際に不登校の子どもを持ち、悩み

ながら過ごされた経験を持つ保護者の方もお招きし

て、当事者の家族ならではの視点で、子どもとの関わ

り方についてお話をうかがったり、今の悩みや不安に

ついて語り合うティータイムも設けています。 

日  時：11月 17日（土）13:00～15:30 

費  用：無料 

対  象：中学生の子どもがいる保護者を中心に 

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 

締切り：定員になり次第締切り 

準備運動からはじまり、アーサナ（ポーズ）、呼吸法、

瞑想までレッスンします。運動が苦手な方、初心者

の方にも優しい指導で、安心して受講いただけます。 

手足の冷え・むくみ対策や目の疲れ・肩こり・頭痛・

腰痛緩和に効果的です。深い呼吸により自律神経を

調整し、精神的ストレスの緩和が図れ、瞑想により

脳に安らぎを与え集中力アップや安眠促進にもうっ

てつけのヨガ講座です。 

 
日 時：11月 30日～3月 29日 毎週金曜日 

（12/28・1/4・3/8はお休み） 

19:00～20:30（全 15回） 

費 用：受講料 21,000円 

対 象：どなたでも 

定 員：25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 

能楽作品の見どころ、聴きどころを楽しく学べる

3 回連続講座です。第 2 回目には若手能楽師の

方に来ていただき、能楽独特のリズム感の解説と

体験をしていただくワークショップも行います。

気軽に能楽の世界をのぞいてみませんか？ 

 
日 時：11月 26日～12月 10日  

毎週月曜日 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（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 
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そろそろ秋も深まってきました。運動しやすい時期に西成スポーツセンターで運動をはじめましょう！

○○11月16日（金）限定！　営業時間延長（23時まで）○○
2018年11月16日（金）の1日限定で西成スポーツセンター・西成屋内プールの営業時間を延長させて頂きます。

お仕事帰りの忙しい方でもお友達・ご家族を誘って一緒にプールやマシンジムを利用してみませんか？

（体育場・多目的室は通常通り21:00まで）皆様のご参加をお待ちしております。

＜開催日＞　 　 11月16日（金）

＜営業時間＞　 9:00～23:00　(通常は21:00まで）

＜延長内容＞　　プール・マシンジムのみ22:30までご利用できます。

　　                 ※22:30まで利用、23:00までに退館ください。　

＜利用料＞      当館3階フロント前の券売機でチケットをご購入ください。

＜持ち物＞

○プール利用の場合は水着・スイムキャップ・タオルをご持参ください

○マシンジム利用の場合は室内シューズを必ずお持ちください。

　　上記のレンタルは致しておりませんのでご注意ください。

※トレーニング場は16歳未満は使用できません

○○『ZUMBA(ズンバ）』　参加者大募集！○○
2018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

HPはこちらです⇒https://www.konami.com/sportsclub/trust/osaka/shisetsu/nishinari.html

西成スポーツセンター

○ZUMBAとは・・

　ラテン系の音楽に合わせてエクササイズを行うプログラムとなります。

　サルサ、レゲトン、ヒップホップやフラメンコなどの様々な要素を盛り込み

　さらにはJ-POPも加わった、ダンスステップを基本とした運動プログラムになります。

西成スポーツセンターからのお知らせ

　　●●体験教室参加者募集中●●
　 　　ズンバ教室にお1人様1回限りで体験教室としてご参加

　　　　いただけます。　ぜひお試しください。

  　　（体験参加料）　1回1000円（税込）

  　　※体験教室のみ電話予約受付可能
当館3階受付にてお申込みください。（電話予約不可）

1ヵ月4回4,000円毎週木曜ZUMBA（ズンバ）教室

受講料（税込）

10:45～11:45 13名

曜日教室名 時間帯 定員

○屋内プール

25Mプール 8コース

気泡プール

幼児用プールあり

○マシンジム

ランニングマシン

エアロバイク

ダンベルなどあり
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