●木津とりでと 3 人の男前歴史ウォーク
～木津、難波にゆかりのある木津甚助・篠山十兵衛・鉄眼禅師
この 3 人の男前の足跡をたどります～
日時：2 月 9 日（土）10：00～14：00
（途中昼食休憩あり※実費負担）
場所：区民センター出発～木津城あと～敷津松之宮神社～
難波八坂神社～難波市民学習センター（OCAT）解散
費用：おひとり 1,000 円（資料・保険代含む）
対象：3 時間程度歩くことが可能な方
定員：20 名（申込先着順、定員になり次第締切）
申込：費用を添えて窓口まで

●可愛いうさぎのお雛さまを作りましょう
～季節の生花を使い可愛いうさぎのお雛さまを作ります～
日時：2 月 25 日（月） 14：00～16：00
場所：西成区民センター 会議室
費用：参加費 500 円+材料費 2,000 円
対象：どなたでも
定員：20 人（申込先着順、定員になり次第締切）
申込：費用を添えて窓口まで
持ち物：花ばさみ（又はキッチンばさみがあればご持参ください）
作品持ち帰り用袋
※仕上がりイメージ写真と当日使用する花は
季節により異なりますのでご了承ください。
仕上がりイメージ写真

※一旦お支払いいただいた費用の返金はできませんのでご了承ください
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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

お茶のさまざまな健康効果をセミナー方式で学び、
その後においしいお茶の入れ方を実践で学びます。

生命の進化の道筋をたどるシリーズです。（出演は宇
宙飛行士の毛利衛）
①昆虫の進化と昆虫の情報処理について。
②人類の誕生のきっかけと進化の道筋を検証する。
（製作 1994～1995 年）
日 時：2 月 25 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（先着順）
申込み：不要

日 時：3 月 6 日（水）13:30～15:00
費 用：無料
対 象：どなたでも
定 員：40 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：2 月 22 日（金）必着

定 員：各 20 名（多数抽選）
申込み：インターネット・往復はがき・来館（※はがきでの申込みは 1 講座につき 1 通必要）
締切り：4/1（月）必着
注 意：講座は Windows７の動作環境で Microsoft office2013 のパソコンを使用します。
※USB メモリーが必要です。当センターでも購入できます。受講料とは別に 800 円が必要です。

●「イチから習得！はじめてのパソコン」
パソコンに興味があるけれど、1 度もさわったことがない方のための講座です。電源の入れ方やマウス・キー
ボードの操作方法等、経験豊富な講師陣がイチから丁寧に教えます。
※テキストは「よく分かる初心者のためのパソコン入門」（FOM 出版）を使用

日時：4 月 11 日～5 月 23 日 毎週木曜日（5/2 はお休み）全 6 回 10：00～12：30
費用：受講料 9,000 円・教材費 1,080 円（税込）対象：パソコンをはじめて学ぶ方

●「初心者のためのはじめてのワード」
ワード初心者の方のための講座です。ワードを初めてさわる方でも、複数の講師がついているので、わかり
やすく学ぶことができます。※テキストは「よくわかる初心者のための Microsoft Word2013」(FOM 出版)を使用
日時：4 月 11 日～5 月 23 日 毎週木曜日（5/2 はお休み）全 6 回 14：00～16：30
費用：受講料 9,000 円・教材費 1,300 円（税込）対象：マウス・キーボード操作ができる方

●「ばっちり仕事で活かせる！エクセル入門編」
エクセルの基礎的な使い方をしっかりと学べる講座です。エクセルを学びなおしたい方にも、とてもおすすめ
です。夜間の時間帯なので、お仕事帰りに通えますよ。
※テキストは「よくわかる Microsoft Excel2013 基礎」(FOM 出版)を使用

日時：4 月 10 日～5 月 22 日 毎週水曜日（5/1 はお休み）全 6 回 19：00～21：30
費用：受講料 9,000 円・教材費 2,160 円（税込）対象：仕事でエクセルを使用している方、エクセルを学び直したい方

★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

返信用のはがきを 1 通お持ちいただき、窓口にて申込み。

館★

1
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≪住 所≫ 大阪市西成区梅南 1-4-27
≪電 話≫ 06-6654-2951
≪ＦＡＸ≫ 06-6654-1504
≪電 話≫
06-6654-1504
大阪市立西成区老人福祉センター

アマデウス大西 出演

（アマデウス音楽院付属笑学校 校長 元高校教諭）

入場無料
～音楽と笑顔に勝るクスリなし～
☆日

時

平成 ３１ 年 ２ 月 １４ 日 （木）
・ 開 場 １３：００ ～

☆場

所

・ 開 演 １３：３０ ～

西成区民センター 1 階 「大ホール」
大阪市西成区岸里１-１-５０
地下鉄四ツ橋線「岸里駅」２号出口東へ２分

☆参加対象

６０歳以上の大阪市民の方

☆定

３００名

員

主な経歴
「ピアノ＆お笑いトーク 癒しのソムリエ」の異名
を持つアマデウス大西氏は、30 年間高校の音楽の
教諭を務め、2008 年にピアノ＆トークという独自
のスタイルでデビューする。魅惑のピアノ演奏と
お笑いトークは各地で、高齢者学級、人権・教育
問題、子育て支援まで幅広い内容の講演を全国展
開中で好評を得ている。2012 年 4 月から新しくア
マデウス音楽院付属笑学校を奈良市、橿原市、桜
井市、岩手県大船戸市に開校し、音楽と笑顔でイ
キイキと元気な人生を送ることを提案し、発信し
続けているマルチ音楽家。
・アマデウス音楽院主宰・桜井市音楽協会会員

アマデウス大西氏

・奈良県音楽芸術協会特別会員

主 催 大阪市立西成区老人福祉センター（西成区高齢者の生きがいと健康づくり推進事業）
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西成スポーツセンターからのお知らせ
まだまだ寒い日が続きますが西成スポーツセンターでスポーツを楽しみませんか？
みなさまのご来館をお待ちいたしております。

○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＞

2月4日（月） 10:00～13:00 （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＞
＜対象＞

＜参加方法＞
＜持ち物＞

無料
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・スイミングキャップを着用してください。
実施日に当館３階受付までおこしください。（予約不要）
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・スイミングキャップ・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。

○○スポーツ教室『ZUMBA(ズンバ）』 参加者大募集！○○
○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。 初心者の方でも気軽に楽しめます！
教室名

曜日

時間帯

定員

受講料（税込）

ZUMBA（ズンバ）教室

毎週木曜

10:45～11:45

13名

1ヵ月4回4,000円

＜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＞
当館3階受付にてお申込みください。（電話予約不可）

●●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1,000円（税込）で体験受講できます。
※体験教室のみ電話予約受付可能

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