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施設からのお知らせ
子ども・子育てプラザ

区民センター

大阪急性期・総合医療センター 無料

①沖縄フェスタ vol.7 in OSAKA
日 時 8月19日
（日）
12：00〜18：30
（終了予定）

①すこやかセミナー「地域で守る高齢者糖尿病
〜糖尿病治療のパラダイムシフト〜」
糖尿病内分泌内科医が、高齢者の糖尿病につい
て詳しくお話しします。
日 時 8月24日
（金）11：00〜12：00

入場料

①プラザの夏まつり
縁日コーナーやアトラクションなど楽しい企画
がいっぱい！
対 象 乳幼児と保護者、
小学生以上の児童
参加費 100円
申込み 受付中 ※詳細はお問い合わせください。
日 時 8月19日
（日）13：00〜16：00

一般
前売り 3,500円 当日 4,000円
小学生〜高校生 前売り 1,500円 当日 2,000円

②ハーブと野菜〜バスボム作り〜
対 象 小学生以上の児童８名(先着順)
参加費 100円
申込み 受付中
日 時 8月7日
（火）10：30〜12：00
持ち物 タオル
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

③今人気のフラワーハーバリウム講習会
日 時 8月29日
（水）
①11：00〜 ②14：00〜
参加費 おひとり500円
（材料費別途1,200円）
定 員 各20名
（先着順）

西成消防署
水難事故注意！！海・川・プールで安全に楽
しむために準備運動を忘れずに！！
海・プールでの水難を防ぐための注意点
１ 海水浴の際は、危険な場所を
確認し、近づかない
２ 健康状態が悪いときやお酒
を飲んだときは泳がない
３ 悪天候のときは海にでない
４ 子どもだけで遊ばせない
５ ライフジャケットを正しく着用する
川での水難を防ぐための注意点
１ 出掛ける前に天気や川の情報をチェック
２ 流れ、深み、滑り、表面は穏やかでも水中に
は注意
３ 河原や中洲、川幅の狭いところに注意
４ 天気の急変や急激な増水な
ど川の変化に注意する
問合せ 西成消防署
（広報担当）
☎6653-0119

阪神高速からのお知らせ
阪神高速15号堺線玉出入
口は老朽化に伴うリニューア
ル工事のため、平成30年7月
10日
（火）〜11月上旬まで閉
鎖いたします。
期間中はご迷惑をおかけし
©A.M/J-4
ますが、ご理解、
ご協力をお願いいたします。
問合せ 〇工事に関すること ☎6576-6111
〇その他阪神高速に関すること
☎6576-1484

②Twilight MarkeT〜黄昏市場〜
西洋ファンタジー系 販売&交流イベント
日 時 8月25日
（土）11：00〜17：00
入場料 1,000円

申込不要

②第62回 相愛大学連携コンサート
日 時 8月21日
（火）
14：00〜15：00（開場13：30）
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
（代表）56606-7000

「たそがれコンサート」
が
開催されます！
夕暮れのひととき、一足早い芸術の秋を満
喫してみませんか。
日 時 9月6日
（木）18：15〜19：30
（雨天時：9月7日
（金）18：15〜19：30）
場 所 萩之茶屋南公園
（通称：三角公園、
西成区萩之茶屋3丁目7）
演奏者 大阪府立淀川工科高等学校 吹奏楽部
問合せ (公財)西成労働福祉センター
☎6641-0131

④民謡まつり in 西成
無料
日 時 9月2日
（日）10：00〜18：00
※申込み等詳しくは、お問い合わせください。
申込み 西成区民センター (岸里1-1-50)
問合せ ☎6651-1131

8月の月曜日
（ 6日・13日・20日・27日）は開館
します。
（10：00〜17：00）

●ペットボトルで顕微鏡をつくろう！
無料
（環境局南部環境事業センター共催事業）
対 象 小学生以上
（小学1、
2年生は保護者同伴）
日 時 8月17日
（金）14：00〜16：00
場 所 区民センター会議室2-1
申込み 8月1日
（水）10：00より来館または電
話で受付
定 員 20名
（申込み先着順）

定例の催し
●おたのしみ会（毎週水曜日） 無料 申込不要
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 8月1日・8日・15日・22日・29日
15：30〜16：00
場 所 西成図書館 絵本コーナー

●図書ボランティア（高齢者福祉施設）募集
図書の貸出や紙芝居実演などの図書ボラン
ティア活動をしてくださる方を募集します。
原則として以下の講座を全5回ご受講ください。
活動場所 おとしよりすこやかセンター南部花園館
活動日 毎月第3水曜日
日 時 ①9月26日
（水）②10月10日（水）
③10月17日
（水）④10月31日（水）
⑤11月21日
（水）10：00〜12：00
場 所 ①②④は大阪市立中央図書館、
③⑤は
おとしよりすこやかセンター南部花園館
申込み 9月14日
（金）までに西成図書館にお申
し込みください。
定 員 5名程度
一時保育 ①②④は、
先着6名まで一時保育有。
事前申込み要。
（対象年齢：1歳6カ月〜就学前）

●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 8月23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)

※8月の巡回はありません

南津守小学校通用門
(南津守6-1)

8月9日(木)
13：00〜14：00

9月11日(火)
10：00〜10：50

問合せ 中央図書館自動車文庫 ☎6539-3305

問合せ 西成図書館(区民センター3階)
☎6659-2346

今月より隔月で人権コラムを掲載します。今回のテーマは「人権教育」です。
きむ

くらしの中の人権文化
〜自尊感情・エンパワー・暴力のこと〜
今、あなたは自分や人のことが好きですか、そして、幸せに元気に生きていますか？そうだと
したらありがたいことです。
「積極的人権文化」の中を生きているといえます。人権問題で、差
別や偏見をなくし、戦争をなくすことは最重要課題です。でもそれを達成したとき、私たちはや
っと「消極的人権文化」のスタートラインに立つことになります。私たちはさらに高いところを
めざします。すべてのいのちあるものが幸せで元気に共存共生する世界です。それこそが「積
極的人権文化」
の世界なのです。
＜自尊感情とエンパワー＞
人権文化の主軸は何でしょうか。自分のこと、人のことを大切に思うことのできる気持ち、
「自尊感情」が主軸のひとつです。自尊感情は自分と他者を両方とも大切にする自他尊重の感
情です。
自分だけが大事な「自己中」とは別ものです。
自尊感情が高い時は、対等な人間関係をつくり、性別にとらわれたり、偏見や差別をするこ
となく、学力やさまざまな能力が発揮されやすくなります。また、間違いをしたときには潔く謝
ります。自尊感情が高まると、エネルギーが満ちて、力が発揮されます。その状態をエンパワー
といいます。エンパワーしている時は元気に幸せに生きることができます。
このとき、
自分のパ
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かゆり

金 香百合さん（ホリスティック教育実践研究所所長）
ワーを上手に活用（コントロール）しながら、自分と人と社会を幸せにするよう
な言動をとります。
まさに光の状態を生きているといえます。
＜自尊感情が低くなると暴力がでる＞
自尊感情が低くなると、エネルギーの低下がおこり、自分の差別性や暴力性がコントロール
できなくなります。
闇の状態にはいり、
加害や被害がおこりやすくなります。
暴力は①人に向かうもの‥暴言・無視・偏見・いじめ・虐待・殴る・蹴る・ＳＮＳなどでの暴力・
性暴力・デートDVなど、②自分に向かうもの‥自傷行為・たばこやギャンブル・酒・薬物依存・
ケータイ中毒・ひきこもり・抑うつ・自殺などのふたつがあります。
暴力は、ひとりの中で終わらず、弱いほうに連鎖していく傾向があります。早期発見・早期手
当てによって、改善解決をはかりたいものです。親やおとなが、子どもにからだの栄養とこころ
の栄養を十分に与える関わりが必要です。おとなも子どもも、足元のくらしの中から、人とのつ
ながりや関わりを大事にすることが人権のはじまりです。からだとこころの栄養を循環させ、シ
ンプルにエコに生きることで、
積極的人権文化の土台をしっかりしたものにできます。
我が町西成区には、子ども食堂をはじめ、高齢者・障がい者・外国人などの居場所をつくり、
積極的人権文化の尊重される空間を広げようとしている人々がたくさんいます。くらしの中か
ら人権文化を広げる我が町のつながりを誇りに思います。
市民協働課 7階 73 番窓口 ☎6659‐9734

「にしなり我が町」8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19円です。そのうち約2円を広告収入で賄っています。

