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施設からのお知らせ
区民センター
①子ども民謡教室
夏休みの間に練習して、9月2日（日）開催の「民
謡まつりin西成」にて発表します。
ご希望があれば、大人の方の参加もOKです！
日 時 7月25日
（水）
・27日
（金）、8月1日
（水）
・
5日
（日）
・15日
（水）
・17日
（金）
・24日
（金）
10：00〜11：30
※8月5日（日）のみ 10：00〜21：30
課題曲 1.ごうけつ節
（熊本県）2.紅花つみ唄
（山形県）
定 員 15名
（申込み先着順） 参加費 500円
申込み 電話または窓口
②スポーツ吹矢
腹式呼吸を使い、的をめがけて5本の矢を吹き
ます。ゲーム感覚で健康づくりとストレス解消！
日 時 8月7日・21日、
9月4日・18日、
10月2日・16日、
11月6日・20日、
12月4日・18日、
1月15日・
29日
（月2回・火曜日）10：00〜12：00
定 員 25名
（申込み先着順）
参加費 2カ月
（4回）ごとに3,000円
※1回500円(別途マウスピース代100円)
で体験できます。
申込み 電話または窓口
申込先 西成区民センター (岸里1-1-50)
問合せ ☎6651-1131

ハローワーク阿倍野
ハローワーク阿倍野ルシアス庁舎に
「マザーズコーナー」がオープンしました！！
お子さま連れの方でも安心してお仕事探しができる
ように、
キッズスペース、
授乳室を完備しております。
場 所 阿倍野区阿倍野筋1-5-1
あべのルシアスビル8階
（オフィス棟）
問合せ ハローワーク阿倍野 ☎6631-1675

西成消防署

子ども・子育てプラザ

西成スポーツセンター

①プラザの水あそび
無料 当日自由参加
※プールあそびではありません。
小さなお子さんでも安心して水あそびを楽しめ
ます。
対 象 乳幼児と保護者
日 時 ７月13日(金）
・19日(木)・30日(月)
いずれも10：30〜11：30
持ち物 タオル、
飲み物、着替え
★ぬれても良い服装でお越しください。

募集内容
開催 ①7月24日
（火）〜27日（金） ②7月31日（火）〜8月3日（金）
期間 ③8月7日
（火）〜10日（金） ④8月21日（火）〜24日（金）
開催
10：00〜11：00（60分間）
時間帯
対象

無料
②バドミントン教室
対 象 小学生以上の児童
日 時 ７月14日
（土）14：00〜16：00
定 員 20名
（先着順）
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

大阪急性期・総合医療センター 無料

申込不要

①すこやかセミナー
「知ってますか？乳がんのこと
〜今押さえておきたい乳がんの知識〜」
乳がんについて、乳腺外科医が詳しくお話しし
ます。
日 時 7月12日
（木）14：00〜15：00
②第55回 万代・夢寄席「豊来家玉之助 夏の太神楽」
大人から子どもまで楽しめる、太神楽の曲芸
ショー！
日 時 7月18日
（水）14：00〜15：00
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

●おたのしみ会 夏休み特別版

定員

2歳6カ月〜中学生のお子さま対象
（本科教室生はひよこ級から5級対象）
各30名

参加費
各4,800円（4日間集中型）
（税込）

※上記時間には準備体操も含まれております。

持ち物 水着・水泳キャップ・タオル・飲み物
申込み 当館3階フロントにて
（電話予約不可）。

申込先 西成スポーツセンター (玉出東1-6-1)
問合せ ☎4398-1603 54308-1604

社会福祉協議会
無料 要約筆記通訳
第25回
西成区社会福祉大会
手話通訳 一時保育
〜思いやりと笑顔のあふれるまち西成区〜
日 時 8月8日
（水）
13：30〜15：30（13：00から受付）
場 所 西成区民センター ホール
内 容 第1部 感謝状贈呈
第2部 講演 NPO法人「国境なき芸能団」
代表 笑福亭 鶴笑さん
西成区社会福祉協議会（岸里1-5-20 合同
問合せ
庁舎８階）☎6656-0080 56656-0668

無料 申込不要

ボランティアグループ・西成絵本の会による絵本の読み聞か
せや工作あそびなどをします。
対 象 幼児・児童 日 時 7月24日
（火）11：00〜11：45
場 所 区民センター会議室2-3
定 員 30名
（当日先着順）

熱中症に注意
飲み物を持ち歩こう
熱中症予防には水分補給が肝心です。
飲み物を持ち歩きましょう。
温度に気をくばろう
からだで感じる暑さと実際の気温は異なる
ことがあります。
休息をとろう
疲れてる時は熱中症にかかりやすいので、
休息をとるようにしましょう。
栄養をとろう
きちんと食事をとることも熱中症予防になります。
声をかけ合おう
体力がないお年寄りや子どもは、熱中症に
かかりやすいです。
問合せ 西成消防署 広報担当 ☎6653-0119

夏休み子ども水泳短期教室 参加者大募集！
4日間教室は水慣れから4泳法の指導を行いま
す。はじめてのお子さまでもOK！お子さまの泳
力にあわせてクラス分けを行います。

定例の催し
●おたのしみ会（毎週水曜日） 無料 申込不要
紙芝居や絵本の読み聞かせなどをします。
対 象 幼児・児童
日 時 7月4日・11日・18日・25日 15：30〜16：00
場 所 西成図書館

●読書会（毎月第4金曜日）
※本は図書館でご用意します。
日 時 7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：
『若冲』澤田 瞳子 著
問合せ 西成図書館(区民センター3階)
☎6659-2346

7月21日〜8月31日の
月曜開館のおしらせ
下記の月曜日は開館します。
7月23日・30日、
8月6日・13日・20日・27日
開館時間は、
10：00〜17：00
までです。
どうぞご利用ください。

●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 7月26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

南津守小学校通用門
(南津守6-1)

7月5日(木)
13：00〜14：00

北津守小学校体育館前
(北津守3-3)

7月10日
（火）
10：00〜10：50

問合せ 中央図書館自動車文庫 ☎6539-3305

西成警察署
平成30年度第2回大阪府警察官（巡査）採用選考受験案内
申込受付期間

○一般

郵送および持参 7月1日（日）〜7月25日（水）
（当日消印有効）
電子申請 7月1日（日）〜8月2日（木）17：00まで
○自己推薦 郵送のみ 7月1日（日）〜7月13日（金）
（当日消印有効）
受験資格 昭和60年4月2日から平成13年4月1日までに生まれた方
採用予定人員 男性 約250人 女性 約55人
（自己推薦方式 約30人含む）
問合せ 大阪府警察官採用センター ☎0120-370-314（平日 9：00〜17：45）
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