
西成区の人口 令和4年7月1日現在 106,005人（男60,957人、女45,048人）世帯数67,447世帯

ゴール７ エネルギーをみんなにそしてクリーンに　石油や石炭、天然ガスなどの化石燃料は、燃やすと温
室効果ガス（二酸化炭素）を大気中に発生します。太陽光・水力・風力といった再生可能エネルギーは二酸化炭素を出
すこともなく、環境にも優しい安全でクリーンなエネルギーです。再生可能エネルギーについて考えてみませんか。
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イベント講座
スマートフォン講座 無料

　基本の操作方法や安全対策などを、スマート
フォンに触れながら学びます。
第1部：基礎操作編
第2部：インターネットやアプリ活用編
　「シニアの方」向けの内容ですが、どなたでも受
講いただけます。
　本体機器は講師側でご用意したものを使用しま
す。受講される際は、マスクを着用してください。
日　時 8月26日（金） 14：00～16：00
場　所 区役所4階 会議室
定　員 15名（申込み多数の場合、抽選）
締　切 8月16日（火）必着
申込み  ①講座名②氏名（よみがな）③年齢④住所

⑤連絡先（電話・返信用FAX）をご記入の
上、往復ハガキ、FAX、窓口（返信用63円
ハガキ持参）にてお申し込みください。
市民協働課 7階 番窓口73
〒557-8501 岸里1-5-20

　　　　☎6659-9734 56659-2246

花と緑の講習会
①9月7日（水） 多肉植物の楽しみ方
②10月13日（木） 植物を使った毛糸玉

　　　　③11月10日（木） 観葉植物の寄せ植え
　　　　各日とも13：30～15：00
場　所 ①区役所4階 会議室

　　　　②③西成区花づくり広場（区役所東側）
定　員 各回20名（先着順）
締　切 ①8月26日（金）、②9月30日（金）、

　　　　③10月28日（金）
費　用 1回あたり1,000円～3,000円程度

　　　　 申込締切日後にキャンセルされた場合は
費用をいただくことがあります。

申込み  電話・FAXまたは窓口にて
市民協働課 7階 番窓口73
☎6659-9734 56659-2246

Cooley High Harmonyスペシャルライブ
　西成アピール大作戦8月イベント！
　西成少年少女合唱団もコラボします！
日　時 8月21日（日）
場　所 区民センター ホール
定　員 300名（先着順）
費　用 大人 3000円、中学生以下 1500円
申込み  電話、メールまたは区民センター内大阪

市コミュニティ協会西成区支部協議会窓
口にて
 大阪市コミュニティ協会
西成区支部協議会 ☎6652-8461

　　　　�Eメール�nishinari-komikyo@arion.
ocn.ne.jp
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うつ病の家族教室 無料

　うつ病の正しい知識を学び、病気を理解し、ご本
人への接し方を考えてみませんか。また、同じ悩み
を持つ方のご家族と語り合ってみませんか。
対　象  市内在住でうつ病と診断されている方の

ご家族20名（先着順）
日　時  2日間コース 8月27日（土）、9月10日

（土） 14:00～16:00
場　所  大阪市こころの健康センター（都島区中

野町5-15-21 都島センタービル3階）
締　切 8月19日（金）　 申込み 電話にて

保健福祉課（地域保健活動）
2階 番窓口22  ☎6659-9968

申込先
問合せ

健康教室「たのしい体操」 無料

　健康に不可欠な三要素「栄養」「睡眠」「運動」につ
いての講義で昨年ご好評いただきました。
　講義の後、実際に身体を動かし、笑顔でたのしく
トレーニングしましょう！
講　師 南大阪ヤクルト販売（株）

　　　　藤原 由紀子 先生
日　時 9月12日（月）

　　　　14：00～15：00
場　所 区役所4階 会議室
定　員 50名（先着順）

保健福祉課（地域保健）
2階 番窓口21  ☎6659-9882

申込先
問合せ

移動図書館 まちかど号 巡回日移動図書館 まちかど号 巡回日
中央図書館自動車文庫 ☎6539-3305

◦北津守小学校体育館前（北津守3-3）
　8月は運休します。
◦南津守小学校通用門
　（南津守6-1）
　8月18日（木）
　13：00～14：00

スポーツセンター（屋内プール）スポーツセンター（屋内プール）
玉出東1-6-1 ☎4398-1603 54398-1604

◦夏休み子ども水泳短期教室 申込み受付中！！
　夏休みに水泳を習ってみませんか？
　初めてのお子さまも経験者も大歓迎！！
期　間 Ⅱ期 8月2日（火）～5日（金）

　　　　Ⅲ期 8月16日（火）～19日（金）
クラス

　A 10：00～11：00　対象 小・中学生
　B 11：30～12：30　対象 2歳半～低学年
　対象年齢は目安です。
　お子さまの泳力によりクラスを判断します。
受講料 各3,680円（施設利用料別）
申込方法  ご来館の上、直接お申し込みください 

（電話受付はしていません）。

子ども・子育てプラザ子ども・子育てプラザ
梅南1-2-6 ☎・56658-4528

◦ぴよちゃんネット
　親子で楽しむフィンガーペインティング 無料
　なつやすみ☆くるくるぺたぺた“ゆびえのぐ”で
ちょっとワイルドにアートを楽しみましょう♪
講　師 根岸 基子 さん（プレイワーカー）

　　　　※汚れてもよい服装でご参加ください。
対　象  幼児（おおむね3歳から）～小学生と保護

者 5組（先着順）
日　時 8月19日（金） 10：00～12：00
申込み 電話または来館にて

◦プラザのミニ夏まつり
　プラザの軽運動室でミニ夏まつり。ヨーヨーや
千本引きなど楽しいコーナーがいっぱいです♪
日　時 8月7日（日） ①10：00～11：00、

　　　　②11：30～12：30、③14：00～15：00
対　象 ①②は乳幼児と保護者 各回12組

　　　　③は小学生以上18歳未満の方 20名（先着順）
参加費 50円
申込み 電話または来館にて

西成図書館西成図書館
岸里1-1-50（区民センター3階） ☎6659-2346

◦おたのしみ会（毎週土曜日） 無料
　絵本の読み聞かせや紙芝居などをします。
対　象 幼児・児童 5組（先着順）
日　時 8月6日・13日・20日・27日 15：00～15：30
場　所 西成図書館 絵本コーナー
申込み  開催日の前日12：00までに、電話または

窓口にて

◦おはなし広場すくすく 無料
　乳幼児を対象に、手遊び・絵本の読み聞かせをす
るおはなし会です。
対　象 乳幼児と保護者 5組（先着順）
日　時 8月25日（木） 11：00～11：30
場　所 西成図書館 絵本コーナー
申込み  開催日の前日12：00までに、電話または

窓口にて

区民センター区民センター
岸里1-1-50 ☎6651-1131

◦唄、うたいましょう
　西成区民センター人気のワンコイン講座。みん
なで楽しくうたいましょう！
日　程 8月8・29日、9月12・26日、

　　　　10月3・17日、11月14・28日
場　所 区民センター ホール
定　員 各回100名（先着順）
費　用 1回500円
申込み 当日直接会場にお越しください。

施 設 か ら の お 知 ら せ

西成消防署
水難事故に注意！！

水辺での事故を防ぐための注意点
1.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.子どもだけで遊ばせない
4. ライフジャケットを正しく着

用する
川では次のことにも注意が必要です
1.出か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.河原や中州、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
問合せ 西成消防署 ☎6653-0119

西成警察署
子どもたちの安全・安心を守るために

　夏休み期間中、子どもたちは一人で行動する機
会が増えます。子どもを狙った犯罪の防止のため、
お家でも子どもさんと一緒に「五つの約束」を確認
してください。

五つの約束
1.一人では遊びません
2.知らない人に、ついていきません
3.連れていかれそうになったら大声を出します
4. 誰と、どこで遊ぶ、いつ帰るを、お家の人に言っ

てからでかけます
5. お友達が連れていかれそうになったら、すぐに

大人の人に知らせます
問合せ 西成警察署防犯係 ☎6648-1234

安 心 安 全
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