にしなり我が町 No.274

施設からのお知らせ
区民センター
4月から始まる人気の講座
3月1日
（金）
から受付します。
①ハッピーヨーガ木曜日コース
日 時 4月11日～6月20日（全10回・木曜日）
朝の部 10：00～11：30
昼の部 14：00～15：30
夜の部 18：30～20：00
②書道教室
日 時 4
 月4日～9月19日
（全12回・月2回・木曜日）
13：30～15：30
③フラダンス火曜日コース
日 時 4月9日～7月23日
（全10回・火曜日）
昼の部 14：00～15：30
夜の部 18：30～20：00
※開催日程、
受講料、
持ち物等詳しくはお問い合わ
せください。
都合により変更になる場合もございますのでご
了承ください。
申込み 西成区民センター（岸里1-1-50）
問合せ ☎6651-1131

子ども・子育てプラザ
①わんぱくランド
無料 当日自由参加
広ーい体育館で思いっきりあそぼう！
3月は乗り物おもちゃであそびます。
対 象 乳幼児と保護者
日 時 3月6日
（水）10：30～11：30
無料 当日自由参加
②～ぴよちゃんネット～
あげちゃおう！もらっちゃおう！会
対 象 子育て中の方
日 時 3月15日
（金）10：30～12：00
（梅南1-2-6）
申込先 西成区子ども・子育てプラザ
問合せ ☎・56658-4528

大阪急性期・総合医療センター
①新生児搬送救急車の運用を開始しました
地域の医療機関と連携
し、新生児搬送に対応し
た救急車
（ドクターカー）
による病院間搬送を昨年
11月から開始しました。
思いがけない早産、予
期せぬ出生時の病的所見・症状、出生後の急変な
ど、
医療機関からホットラインで連絡を受け、新生
児診療に精通した医師が救急車に同乗し駆けつけ
ます。
医療機関から当センター新生児集中治療室
(NICU)まで安全に搬送し、観察・処置・治療を含め
たトータルケアを行います。
無料
②第4回府民公開講座
「脳卒中を防いで軽くいなすには」 申込不要
脳卒中について予防法と発症時の対処法をお話
しします。
日 時 3月9日
（土）
13：30～15：00（開場13：00）
場 所 本館3階 講堂
定 員 100名
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
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西成スポーツセンター
『春休み子ども水泳短期教室』参加者大募集！ ～水泳はじめての方大歓迎！～
＜募集要項＞
コース
Aコース
Bコース
Cコース
Dコース

期間
3月26日（火）～
29日（金）4日間

4月2日（火）～
4日（木）3日間

時間

対象

定員

10：00～11：00

2歳6カ月～中学3年生
※本科生はひよこ級～5級

35名

14：00～15：00

2歳6カ月～中学3年生
※本科生はひよこ級～17級

10名

10：00～11：00

2歳6カ月～中学3年生
※本科生はひよこ級～5級

35名

14：00～15：00

2歳6カ月～中学3年生
※本科生はひよこ級～17級

10名

参加費
4,800円
（税込）

3,600円
（税込）

※レベルに合わせてブロック分けを行い水泳指導していきます。最終日には泳力テストを実施いたします。
申込み 当館3階の受付にて
（電話予約不可）

※申込み時に簡単な泳力の聞き取りを行い、クラス分けを行います。
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、
行っておりません。
 問合せ 西成スポーツセンター（玉出東1-6-1）☎4398-1603

老人福祉センター
老人福祉センター自主サークル 新年度募集
募集サークル
◦英会話 ◦手話 ◦書道 ◦民謡 ◦書 ◦詩吟
◦踊り ◦俳句 ◦舞踊 ◦俳画 ◦ハングル
◦カラオケ ◦リフレッシュ体操
◦フラワーアレンジメント ◦ギター
※見学大歓迎！初めての方は、是非一度お越しく
ださい。開催日、会費、募集人数等詳細につきま
しては、センターまでお問い合わせください。
対 象 市内在住の60歳以上の方
募集期間 3月1日
（金）～16日（土）
申込み 本人が直接来館し、
お申し込みください。
西成区老人福祉センター（梅南1-4-27）
問合せ
☎6654-2951

●おたのしみ会

春の特別版 無料 申込不要

西成絵本の会の皆さんによる絵本の読み聞か
せなど、楽しいおはなしが
いっぱい！
対 象 幼児・児童
日 時 3月26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）

大阪市立総合医療センター
大阪市立総合医療センター 市民医学講座
無料 申込不要
「知っておきたい！甲状腺の
病気とリウマチについて」
手話通訳あり
内 容 1.知っておきたい甲状腺の病気
（内分泌内科部長）
2.バセドウ病のアイソトープ治療有りマス！
（内分泌内科副部長）
3.甲状腺腫瘍～手術の適応と実際～
（耳鼻咽喉科医長）
4.知っておきたいリウマチのこと
（総合診療科部長）
日 時 3月16日
（土）14：00～16：00
場 所 大阪市立総合医療センター さくらホール
定 員 250名
大
 阪市立総合医療センター 地域医療連携
問合せ
センター（都島区都島本通2-13-22）
☎6929-1221

●リ サイクル工作教室（環境局南部環境事業
無料
センター共催）
昆虫のお話と段ボールで作る昆虫標本工作
対 象 小学生以上（小学1、2年生は保護者同伴）
日 時 3月28日
（木）14：00～16：00
場 所 区民センター会議室2-1
講 師 久留飛 克明 さん（昆虫科学教育館 館長）
申込み 3月1日
（金）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
絵本の読み聞かせや紙芝居などをします。
象 幼児・児童
時 3月6日・13日・20日・27日
15：30～16：00
場 所 西成図書館 絵本コーナー
対
日

●読書会（毎月第4金曜日）
※本は図書館でご用意します。
日 時 3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：
『天涯の船』

玉岡 かおる 著
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」
3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 3月28日
（木）11：00～11：30
場 所 西成図書館 絵本コーナー

移動図書館まちかど号巡回日
場所

日時

北津守小学校体育館前
(北津守3-3)

3月5日
（火）
10：00～10：50

南津守小学校通用門
(南津守6-1)

3月14日
（木）
13：00～14：00

問合せ 中央図書館自動車文庫 ☎6539-3305

