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施設からのお知らせ
区民センター
可愛いうさぎのお雛さまをつくりましょう
生花を使って可愛い
うさぎのお雛さまをつ
くります。
日 時 2月25日
（月）
14：00〜
16：00
費 用 参加費500円
+材料費2,000円
（申込時にお持ちください）
持ち物 花ばさみ
（キッチンばさみでも可）、作品
持ち帰り用袋
定 員 20名
（先着順）
申込先 西成区民センター（岸里1-1-50）
問合せ ☎6651-1131

大阪急性期・総合医療センター 無料

申込不要

①第14回脳卒中教室「脳梗塞は予防できる！！
〜早期発見と早期治療が大事〜」
治療から日常の注意点やリハビリなど、６つの
項目に分けて医師や看護師たちが詳しくお話しし
ます。
日 時 2月12日
（火）14：00〜16：00
②すこやかセミナー「あれ？自分だけ？相談しづ
らい尿モレのトラブル」
女性看護師が尿モレのトラブルについて詳しく
お話しします。
日 時 2月14日
（木）14：00〜15：00
③すこやかセミナー「インプラントという選択〜
自分にあった治療を見極めよう〜」
歯科口腔外科医が歯の治療について詳しくお話
しします。
日 時 2月22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

西成スポーツセンター
『マシンジム・プールの施設無料開放』
無料
参加者大募集！
南海本線
「 岸 里 玉 出 」駅 近 く の ス ポ ー ツ セ ン
ター・屋内プールでマシンジムやプールを使って
みませんか？
日 時 2月4日
（月）
10：00〜13：00（3時間利用）
※月曜日は通常は休館日ですが、当日上記時間帯
のみ自由にマシンジム・プールをご利用いただ
けます。
対 象 マシンジム 高校生・16歳以上の方
プール
幼児から大人まで
※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名につきお子さま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。
申込み 当日、
当館3階の受付までお越しください。
持ち物

マシンジム 動きやすい服・室内シューズ・タオ
ル・飲み物
プール
水着・スイムキャップ・ゴーグル・タ
オル・飲み物
◎各種レンタルは、おこなって
おりません。
西成スポーツセンター
問合せ
（玉出東1-6-1）
☎4398-1603

西成消防署
暖房器具からの火災を防ぎましょう！

〜火災を防ぐためのチェックポイント〜
□暖房器具の周りには燃えやすい物を
置かない。
□外出する時や寝る前は、必ず火を消す
こと。
□燃料補給する時は、必ず火を消し、燃
料タンクの蓋はしっかり閉めておく
こと。

なにわの町 みんなでやるで 火の用心
（平成30年度大阪市防火標語）
問合せ 西成消防署 ☎6653-0119

子ども・子育てプラザ
無料 当日自由参加
①わんぱくランド
2月はフープやボール
を使ったあそび、3月は
乗り物おもちゃであそび
ましょう。
対 象 幼児
(おおむね1歳半以上)
日 時 2月1日
（金）、3月6日（水）
10：30〜11：30
無料
②アロマオイルでセルフケア
（ヘッド、ネック）
一時保育あり
対 象 乳幼児の保護者 先着10名
日 時 2月22日
（金）10：30〜12：00
申込み 2月1日
（金）より受付開始
西成区子ども
・子育てプラザ
（梅南1-2-6）
申込先
問合せ ☎・56658-4528

西成警察署
車上ねらいに注意
駐車中の車内から
カ バ ン 、財 布 、カ ー
ド、電気工具、建設機
械等が盗まれる車上
ねらいの被害だけで
なく、駐輪中の自転
車の前カゴから財
布、バッグ、携帯電話、食品等が盗まれる被害
が多く発生しています。

被害に遭わないために防犯対策を！

車内はからっぽに！！
○自転車の前カゴから盗まれるのは一
瞬です。離れる時は、必ず前カゴの中
は
「からっぽ」
に！をお願いします。
○車から離れる時も、短期間でも車内は
「からっぽ」に！
○車には非常通報装置をつけましょう。
○駐車する際は、防犯カメラ、照明など、
防犯設備の整った駐車場を利用しま
しょう。
問合せ 西成警察署 防犯係 ☎6648-1234

みんなでつくろう安心安全まちづくり
〜放置自転車編〜
最近、
道に止められてる
自転車が多いね！

定例の催し
●おたのしみ会（毎週水曜日） 無料 申込不要

自転車が道に止まっ
てたらどんなことが
おきると思う？

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 2月6日・13日・20日・27日

うーん、
たとえば…

車いすにのっている人やベビ
ーカーが通られへんし、
歩いて
る人が、
引っかかってこける！
自転車は環境にもやさしく便利
な乗り物やけど、
決められた場
所に置かへんと、
みんなが
迷惑するんやで。
わかった！人に迷惑かけること
はあかんって先生にも習った
し、
みんなのことを考えて、
私は
ルールを守って自転車を
つかうね！

救急車やパトカーが
通られへん！

駅周辺は自転車等放置禁
禁
や
止区域！自転車はエコや
けど迷惑駐輪エゴでっせ！

15：30〜16：00
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 2月22日
（金）10：00〜12：00
場 所 区民センター会議室2-1
テキスト：
『星と輝き 花と咲き』
松井 今朝子 著
問合せ 西成図書館(区民センター3階)
☎6659-2346

●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 2月28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)

2月12日
（火）
10：00〜10：50

南津守小学校通用門
(南津守6-1)

2月14日
（木）
13：00〜14：00

問合せ 中央図書館自動車文庫 ☎6539-3305

問合せ 市民協働課 7階 73 番窓口 ☎6659-9734
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