
西成区の人口 令和4年8月1日現在 106,104人（男61,015人、女45,089人）世帯数67,586世帯

西成消防署
高齢者セーフティネット強化月間 

9月1日（木）～30日（金）
　大阪市内の住宅火災による死者の約7割は高齢
者（65歳以上）でした。火災の発見が遅れ、逃げ遅
れたことが主な原因です。
１ 寝たばこはやめましょう
２ 調理中の着衣着火に気をつけましょう
３  ガスこんろの上に炊飯器などを置いて使用し

ないようにしましょう
４  天ぷら油の使用中はこんろの

前を離れないようにしましょう
住宅用火災警報器を設置して、
逃げ遅れをなくしましょう！
問合せ 西成消防署 ☎6653-0119

西成警察署

還付金詐欺が多発しています！
　医療費、税金、保険料等について「還付金がある
ので手続きしてください」等と言って、被害者に
ATMを操作させ、被害者の口座から犯人の口座に
送金させる手口です。
　ATMで返金手続きは、できません！「手続きの
ためにATMに行ってください」と言われたら詐欺
です！

～ストップ！ATMでの携帯電話～
　携帯電話で通話しながらATMを操作している
方を見かけたら、お声かけをお願いします。

問合せ 西成警察署 ☎6648-1234

大阪府警察本部鉄道警察隊
「列車内ちかん被害相談」

　鉄道警察隊は24時間相
談を受け付けています。
　ちかん等の被害に遭われ
た方、目撃された方、ひとり
で悩まず相談してくださ
い。

問合せ 大阪府警察本部
　　　　鉄道警察隊対策係
　　　　☎6885-1234

ゴール８ 働きがいも経済成長も　ディーセント・ワークという言葉を知っていますか？ディー
セント・ワークは、「働きがいのある人間らしい仕事」を意味する言葉です。長時間労働や仕事中心と
いった働き方を見直し、ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）について考えてみませんか。
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秋の全国交通安全運動　9月21日（水）～30日（金）
※新型コロナウイルス感染症の感染状況により、中止・内容変更する場合があります。

『交通安全運動西成区民大会』
日　時 9月21日（水）

　　　　14：00～15：00
場　所 区民センター ホール
内　容  交通安全功労者表彰式、大阪府警察本

部交通安全教育班による交通安全教室
主　催 「交通事故をなくす運動」西成区推進本部

　　　　西成警察署・西成交通安全協会
問合せ 市民協働課

　　　　7階 番窓口73  ☎6659-9734

『事前運転者講習会』 無料

受付は30分前から開始します。
車でのご来場はご遠慮ください。　
問合せ 西成警察署交通課 ☎6648-1234

無料
申込不要

日 時 場 所
9月12日（月）
14：00～15：00
18：30～19：30

区民センター 会議室1-2

9月14日（水）
18：30～19：30

玉出老人憩いの家
（玉出西1-8-19） 列車内防犯講座

日　時
　　9月12日（月）　11：00～11：30
　10月11日（火）　11：00～11：30
※雨天中止
※ ひったくり防止カバーは十分な数を用意し

ていますので、必ず時間内に分散してお越
しください。

場　所 西成区コミュニティ広場
　　　　（南津守2-1）
問合せ 市民協働課 7階 番窓口73

　　　　☎6659-9734

ひったくり防止カバーひったくり防止カバー
無料取付キャンペーン無料取付キャンペーン

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  9月12・26日、10月3・17日、 

11月14・28日（月2回月曜日）
定　員 各回100名（先着順）
費　用 500円

※ 無料見学はできません。1回ごとに参加費をお
願いします。

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～ウオーキングレッスン 無料
　プロのモデルによるウオーキング体験レッス
ン。日々の暮らしの中でもできる、すっきり、美し
い身のこなしをマスターしましょう♪
講　師 ARIAさん
対　象 子育て中の方 5名（先着順）
日　時 9月16日（金） 10：00～12：00
申込み 電話または来館にて

◦アイアンガーヨガ体験講座 無料
　簡単な道具を使うことで、身体がかたい人でも
気持ちよくレッスンできる「アイアンガーヨガ」を
体験してみませんか。
講　師 Nancy Enslinさん
対　象 乳幼児の保護者 10名（先着順）
日　時 9月30日（金） 10：00～12：00
申込み 電話または来館にて（9月9日から受付）

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

◦土曜日のおたのしみ会 無料
日　時 毎週土曜日 15：00～15：30
対　象 幼児・児童 各回5組（先着順）

◦すくすく（赤ちゃん向け） 無料
日　時 9月22日（木） 11：00～11：30
対　象 乳幼児とその保護者 各回5組（先着順）
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

◦読書会 無料
テキスト：『あの家に暮らす四人の女』 三浦 しをん 著
※本は図書館でご用意します。
日　時 9月16日（金） 10：00～11：00
場　所 区民センター会議室2-1
定　員 15名
申込み 9月14日（水）までに窓口にて

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）
　9月13日（火）
　10：00～10：50
◦南津守小学校通用門
　（南津守6-1）
　9月8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

◦ヨガ教室のご案内
　ヨガは呼吸に合わせたゆっくりとした動作を行
うことで、身体のバランスを整えることを目的と
しています。普段運動をされていない方でも安心
してご参加いただけます。

対　象 16歳以上の方
ヨガ　 火曜日 10：45～11：45 

木曜日 19：50～20：50 
受講料 各4,280円

リラックスヨガ　 土曜日 12：45～13：45 
受講料 4,720円

申込み  ご来館の上、直接お申し込みください。電
話では受け付けていません。

老人福祉センター老人福祉センター
梅南1-4-27 ☎6654-2951

◦新スマートフォン講座 無料
　「スマホの新しい常識」を学
び、より賢く使いこなせるよ
うになるための教養講座
※ 操作方法を学ぶ講座ではあ

りません。
対　象  市内在住の60歳以上の方

　　　　20名（申込み多数の場合、抽選）
日　時 9月29日（木） 13：30～15：00
申込み  ハガキ(63円)持参の上、来館申込み。ま

たは、①氏名②住所③年齢④電話番号を
ご記入の上、往復ハガキにて申込み（9月
2日～16日受付）
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