にしなり我が町 No.270

施設からのお知らせ
子ども・子育てプラザ
①ベビーマッサージ
無料
アロマの香りの中で、やさしくスキンシップを
はかりましょう。
対 象 乳児と保護者10組
（先着順）
日 時 11月8日
（木）10：30〜12：00
申込み 受付中
持ち物 おむつ、
おむつ替えシート、
オイル(お持ちの方)

西成スポーツセンター

大阪急性期・総合医療センター 無料

1日限定で夜の営業時間を延
長して屋内プール・トレーニン
グ場を営業いたします。会社帰
りの忙しい方でもぜひ一度ご利
用ください。
日 時 11月16日
（金）
（通常は21：00まで）
9：00〜23：00
※施設利用は22：30まで。23：00までには退館を
お願いします。
※体育場・多目的室利用は通常通り21：00まで。

①第5回 糖尿病フェスタ
相愛大学とのコラボレーションによる、糖尿病
について楽しく学べる「糖尿病フェスタ」を開催し
ます！
日 時 11月10日
（土）
13：30〜16：00（受付 13：00）

【屋内プール・トレーニング場 利用料金表】
利用場所

無料 一時保育あり
②アイアンガーヨガ
初心者でも楽しく体験できる講座です。
対 象 乳幼児の保護者10名
（先着順）
日 時 11月16日
（金）10：00〜12：00
申込み 受付中
持ち物 タオル、
お茶 ★動きやすい服装(膝の動き
がわかりやすいもの)でご参加ください。
申込先 西成区子ども・子育てプラザ（梅南1-2-6）
問合せ ☎・56658-4528

老人福祉センター
地域高齢者学級「いちょう学園」
楽しく学んで、生きがいづくり、仲間づくりをし
ませんか。
対 象 市内在住の60歳以上の方で全日程4日と
も参加できる方
日 時 11月20日・27日・12月4日・11日
いずれも火曜日 13：30〜
場 所 西成区老人福祉センター他
定 員 30名
（申込み先着順）
受講料 無料
（内容によっては材料費がかかります）
申込み 来館のうえご本人がお申し込みください。
申込期間 11月1日
（木）〜
申込先 西成区老人福祉センター（梅南1-4-27）
問合せ ☎6654-2951

区民センター
①
「干支ちぎり絵教室」
伝統的な和紙を使って来年の干支を作ります。
日 時 12月3日
（月）午前の部10：00〜12：00
午後の部14：00〜16：00
場 所 区民センター会議室
費 用 3,000円
当日、
窓口にて支払い。
（材料費含む）
申込み 電話・来館にて受付
定 員 各20名
（先着順）
②
「減塩みそづくり教室」
国産大豆を使って体にやさしい減塩みそを作ります。
日 時 12月21日
（金）午前の部10：30〜
午後の部13：30〜
場 所 保健福祉センター栄養室
（区役所2階）
費 用 みそ
（約2kg）1口1,800円
おひとりで2口まで申込み可
申込み 費用を添えて窓口まで。
定 員 各20名程度
（先着順）
問合せ 西成区民センター ☎6651-1131

区民センターおよび図書館の
エレベーター改修工事のお知らせ
11月26日（月）〜12月10日（月）の予定でエ
レベーターの改修工事を行います。期間中はエ
レベーターのご利用はできません。ご不便をお
かけしますが、ご理解ご協力をお願いします。
問合せ 西成区民センター
（岸里1-1-50）
☎6651-1131
西成図書館（区民センター3階）
☎6659-2346

4

種別

屋内プール

１回券

大人

700円

高齢者（65歳以上）

350円

子供
（16歳未満）

350円

大人

600円

トレーニング場 高齢者（65歳以上）
高校生または18歳未満

300円
400円

大人
1,000円
屋内プール
トレーニング場 高齢者（65歳以上）
500円
セット
高校生または18歳未満
850円

問合せ

西成スポーツセンター（玉出東1-6-1）
☎4398-1603

西成警察署

指名手配強化月間
皆さんのご協力を
お願いします。
☆警察庁では、毎年11
月を指名手配被疑者
の捜査強化月間に指
定しています。
☆特に重要な犯罪の指
名手配被疑者を選定し、全国警察の総力を
挙げて追跡調査を行い、早期検挙に取り組
んでいるところです。
☆どんなわずかな情報でも結構です。
「あれ、
この人･･･」と思うところがあれば110番通
報していただきますよう、ご理
解とご協力をお願いします。
問合せ 西成警察署 司法係
☎6648-1234

定例の催し
●おたのしみ会（毎週水曜日） 無料 申込不要

申込不要

②リウマチ教室
免疫リウマチ科主催の「リウマチ教室」です。リ
ウマチについて詳しく学びませんか。
日 時 11月20日
（火）14：00〜16：00

「生殖医療センター」を開設しました
10月1日から体外受精等の不妊治療を行う
「生殖医療センター」
を開設しました。
泌尿器科
等と連携するなど、他科疾患合併を有する患
者さんも積極的に診療させていただきます。
診察場所 中央館５階西 生殖医療センター
診察時間 初診／月〜金 9：00〜15：00
再診／月〜金 9：00〜16：30
問合せ

大阪急性期・総合医療センター
（住吉区万代東3-1-56）
☎6692-1201（代表）56606-7000

西成消防署
秋の火災予防運動実施

11月9日
（金）〜15日（木）
大阪市全体としての火災原因トップは放火
です！
西成区は昨年、一昨年とタバコによる火災
の原因がトップです。

放火されない環境づくり＆

住宅火災の死者は、たばこに
よる原因が最も多い！
問合せ 西成消防署
（広報担当）
☎6653-0119

●読書会（今月は第3金曜日）
※本は図書館でご用意します。
日 時 11月16日
（金）10：00〜12：00
場 所 区民センター会議室2-1
テキスト：
『天使の卵（エンジェルス・エッグ）』
村山 由佳 著

絵本の読み聞かせや紙芝居などをします。
対 象 幼児・児童
日 時 11月7日・14日・21日・28日

15：30〜16：00
場 所 西成図書館 絵本コーナー

休館のお知らせ
エレベーター改修工事期間中の11月26
日（月）
・12月3日（月）は定例休館日、12月5
日（水）〜12月10日（月）は蔵書点検等のた
め、休館させていただきます。休館中も返却
ポストはご利用いただけます。
問合せ 西成図書館(区民センター3階)
☎6659-2346

「にしなり我が町」11月号は、37,000部発行し、
1部あたりの発行単価（配布費用含）は約30円です。

●乳幼児向け おはなし広場 すくすく
（毎月第4木曜日）
無料 申込不要
0〜3歳児向けの絵本をいっしょに楽しむ集
まりです。
対 象 乳幼児
日 時 11月22日
（木）11：00〜11：30
場 所 西成図書館 絵本コーナー
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場所

日時

北津守小学校体育館前
(北津守3-3)

11月13日（火）
10：00〜10：50

南津守小学校通用門
(南津守6-1)

11月8日
（木）
13：00〜14：00

問合せ 中央図書館自動車文庫 ☎6539-3305

