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施設からのお知らせ
区民センター
①フラダンス
日 時 5月8日〜7月24日
（全10回 火曜日）
朝の部10：00〜11：30
昼の部14：00〜15：30
夜の部18：30〜20：00
場 所 区民センター ホール
費 用 各部7,000円
定 員 各部30名
持ち物 動きやすい服装、
タオル
申込み 窓口または電話で受付
（先着順）
②ホールで遊ぼＤＡＹ
区民センターに親しんでいただく機会として企
画しました。仲間や家族と卓球で遊んだり、大きな
ホールのピアノを弾いてみませんか？
日 時 5月3日
（木・祝）〜6日
（日）
の4日間
〇卓球編
（1枠2時間4組）
①10：00〜12：00
②13：00〜15：00
③15：30〜17：30
〇ピアノ編（1枠2時間1組）18：00〜20：00
費用・定員

〇卓球台 1枠2時間1台 1,000円
（1台8名まで）
〇ピアノ 1枠2時間
1,000円
（各日1組）
申込み 窓口または電話で受付
（先着順）
申込先 西成区民センター (岸里1-1-50)
問合せ ☎6651-1131

西成消防署
放火されない環境づくり！！

西成スポーツセンター
プール・プライベート
（個別）
レッスン参加者募集中！
西成屋内プール専属のコーチとマンツーマンで
水泳指導を受けてみませんか？希望する時間を決
めていただき、担当コーチが決まり次第、ご連絡さ
せていただきます。
※時間帯によりお受けできない場合がございます
ので予めご了承ください。
参加費 施設利用料700円
※小学生以下のお子さま・65歳以上の方… 350円
プライベート指導料 お子さま 30分…2,160円
大人の方 20分…1,080円
申込み 当館３階の受付に直接もしくはお電話に
てお申し込みください。
持ち物 水着・スイムキャップ・ゴーグル・タオル
※各種レンタルは、
行っていません。
西成スポーツセンター
申込先
問合せ (玉出東1-6-1)☎4398-1603

西成消防少年剣道クラブ
新規会員募集（地域担当）
問合せ 西成消防署 予防担当 ☎6653-0119

初級・中級者向けラージボール卓球講習会
高齢の方の運動不足解消、健康づくり、仲間づく
りのためにラージボール卓球を始めてみません
か。当センター卓球サークルのメンバーが指導い
たします。
対 象 60歳以上の市内在住の方で全日程参加
できる方
日 時 5月14日・21日・28日、6月4日・11日・
18日・25日、
7月2日・9日・23日
全10回 毎週月曜日 10：30〜12：00
場 所 西成区老人福祉センター
定 員 初級・中級 各20名
（先着順）
費 用 500円
申込み 4月9日
（月）から来館での受付
申込先 西成区老人福祉センター
問合せ （梅南1-4-27）☎6654-2951

●子ども読書の日記念事業
無料 申込不要
「るんるん絵本のひろば」
読み聞かせサークル
「るんるん」による、絵本
の読み聞かせやパネルシアターなどのおたのし
み会です。
対 象 幼児・児童
日 時 4月15日
（日）11：00〜11：45
場 所 区民センター 会議室2-1
定 員 30名
（当日先着順）

定例の催し
●おたのしみ会（毎週水曜日） 無料 申込不要

西成警察署
春の地域安全運動を実施します
4月18日
（水）
から27日
（金）
までの間に春の地域安全運
動を実施します。犯罪のな
「 安全で安心して暮らせ
い、
る町・西成」をめざし、期間
中区役所、地域、事業所等と
連携し、防犯教室やさまざ
まなキャンペーンを実施し
ます。皆さまのご協力を、よ
ろしくお願いいたします。
問合せ
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西成警察署 生活安全課
☎6648-1234

①ベビーマッサージ
参加費無料
対 象 乳児と保護者(先着10組)
日 時 4月25日(水)10：30〜12：00
申込み 4月4日
（水）より申込み受付開始
持ち物 おむつ、
おむつ替えシート、バスタオル、
マッサージ用オイル(お持ちの方)
無料 当日自由参加
②卓球教室・けん玉教室
対 象 小学生以上の方 日 時 4月22日 (日）
卓球：13：30〜14：30 けん玉：14：30〜16：00
無料 当日自由参加
③手づくりあそび
こどもの日の飾りを作りましょう。
対 象 乳幼児と保護者
日 時 4月24日
（火）〜28日(土)
10：30〜11：30、13：00〜14：00
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

•収集日以外にゴミは出さない。
•新聞や郵便物はためない。
•建物周辺に燃えやすい物を置かない。
防火管理等講習ＷＥＢ申込みを
開始しました。

子ども・子育てプラザ

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 4月4日・11日・18日・25日

15：30〜16：00
場 所 西成図書館 絵本コーナー

問合せ 西成図書館(区民センター3階)
☎6659-2346

西成情報局

大阪急性期・総合医療センター 無料

申込不要

すこやかセミナー
「緑内障って失明する病気？」
日 時 4月27日
（金）11：00〜12：00
大阪急性期・総合医療センター
問合せ
（住吉区万代東3-1-56）☎6692-1201

お知
らせ

花と緑の相談のお知らせ

無料

毎月第2金曜日（8月・1月を除く）は、花や園芸な
どの相談を行っています。相談された方にはサバ
ンナ堆肥をプレゼントいたします。
日 時 4月13日、5月11日、6月8日、7月13日
各金曜日 14：00〜16：00
場 所 区役所1階 区民ロビー
問合せ 八幡屋公園事務所 ☎6571-0552

●乳幼児向け おはなし広場
無料 申込不要
すくすく（毎月第4木曜日）
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 4月26日
（木）11：00〜11：30
場 所 西成図書館 絵本コーナー
●読書会（毎月第4金曜日）
※本は図書館でご用意します。
日 時 4月27日
（金）10：00〜12：00
場 所 区民センター 会議室2-1
テキスト：
『道頓堀川』 宮本 輝 著
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場所

日時

北津守小学校体育館前
(北津守3-3)

4月10日(火)
10：00〜10：50

南津守小学校通用門
(南津守6-1)

4月12日(木)
13：00〜14：00

問合せ 中央図書館自動車文庫 ☎6539-3305

「元気です!西成!!2018」を
開催しました

2月11日（日・祝）に区民センターで開催し、区内
や市内、
大阪府下だけでなく、府外からもたくさん
の方にお越しいただきました。地元愛あふれる出
演者のパフォーマンスで、7回目となる今回も大
いに盛り上がりました。

「にしなり我が町」4月号は、39,000部発行し、
1部あたりの発行単価（配布費用含）は約18円です。そのうち約1円を広告収入で賄っています。

