
西成区の人口 令和4年10月1日現在 106,004人（男60,934人、女45,070人）世帯数67,571世帯

安 心 安 全

市営住宅（空き住戸）の利用団体を
募集します
　市営住宅を拠点として、地域コミュニティの活
性化に貢献する活動を行う団体を募集します。
対　象 �高齢者支援や子育て支援などを行う

NPO等の団体
募集団地 津守住宅1号館108号室�ほか7住宅
締　切 12月2日（金）
申込み �応募申請書を送付または窓口に持参して

ください。詳しくはホームページをご覧
ください。
都市整備局 住宅部 建設課
団地再生グループ

　　　　☎6208-8424

申込先
問合せ

ゴール10 人や国の不平等をなくそう　世界には、いろいろな不平等があります。生まれた
国、人種、民族、宗教、性別、障がいの有無…。違いについて認め合い、違いがあるのが当然と理
解することが不平等を減らすことにつながります。
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　「にしなり我が町2月号」に掲載する川柳の作品
を募集します。テーマは「恵方巻」です。掲載作品
は、広報紙の編集委員会にて選出します。
対　象 区内在住・在勤の方
応募方法 �①郵便番号②住所（区内在勤の方は、勤務

先住所・会社名も併せてご記入ください）
③氏名（よみがな）④電話番号をご記入の
上、ハガキ・FAXまたは直接区役所6階
63番窓口まで。

締　切 11月25日（金）
◦�自作で未発表のもの。作品は返還しません。一人

一点に限ります。
◦�採用された作品の著作権は西成区役所に帰属
します。

総合企画課 6階 番窓口63
〒557-8501 岸里1-5-20

　　　　総合企画課「我が町川柳」あて
　　　　☎6659-9684�56659-2245

（編集委員会選・敬称略）

子は宝 老いて益々 想うもの
千本北 奥村 幸子

主導権 生み子育ても 妻に有り
玉出中 今村 厚雄

申込先
問合せ

テーマ 子ども

施 設 か ら の お 知 ら せ

日　時 �11月11日（金）、12月12日（月） 
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

西成消防署

秋の火災予防運動 11月9日（水）～15日（火）
住宅防火で命を守る4つの習慣
１、寝たばこは絶対にしない、させない
２、ストーブの周りに燃えやすいものを置かない
３、�こんろを使うときは
火のそばを離れない

４、�コンセントはほこり
を清掃し、不必要なプ
ラグは抜く

令和4年度大阪市防火標語
「知らんけど」 言うたらあかん 火の始末

問合せ 西成消防署 ☎6653-0119

西成警察署

指名手配強化月間
　警察庁は毎年11月を、指名手配
被疑者の捜査強化月間に指定して
います。
　全国警察の総力を挙げて、重要
犯罪の指名手配被疑者の早期検挙
に取り組んでいます。
　どんなわずかな情報でも結構で
す。「アッ！似てる�ピンときたら
110番」
　皆さんのご協力をお願いします！
問合せ 西成警察署 刑事課�☎6648-1234（代表）

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 申込不要
　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　時  11月14日・28日、12月12日・26日、 

令和5年1月16日・30日、2月13日・27日、
3月13日・27日

　　　　10：00～11：30
定　員 各回100名（先着順）
費　用 1回�500円
※�無料見学はできません。1回ごとの参加費をお
願いします。

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� 無料
　絵本の読み聞かせや紙芝居などをします。
日　時 ◦土曜日のおたのしみ会

　　　　　毎週土曜日 15：00～15：30
　　　　◦すくすく（赤ちゃん向け）
　　　　　11月24日（木） 11：00～11：30
対　象 土曜日のおたのしみ会�幼児・児童
　　　　すくすく�乳幼児とその保護者
　　　　いずれも各回5組（先着順）
場　所 西成図書館�絵本コーナー
申込み �いずれも開催日前日の12：00までに電

話または来館にて

◦読書会� 無料
　テキスト：『九十歳。何がめでたい』�佐藤�愛子�著
　※本は図書館でご用意します。
日　時 11月25日（金） 10：00～11：00
場　所 区民センター会議室2-1
定　員 15名（先着順）
申込み �11月23日（水・祝）12：00までに電話ま

たは来館にて

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）
　11月8日（火） 10：00～10：50
◦南津守小学校通用門（南津守6-1）
　11月17日（木） 13：00～14：00

西成区住みます芸人
ガオ～ちゃん

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

◦プラザの「みにみに」絵本展� 無料
　200冊をこえる絵本がプラザに集合！
対　象 �乳幼児と保護者、小学生以上18歳未満の

方、児童の保護者
日　時 11月12日（土）・13日（日）

　　　　①10：00～12：00 ②13：00～15：00
定　員 �各日各回�乳幼児・児童と保護者10組ま

たは30名（先着順）
申込み 電話または来館にて

◦キッズテニス・キッズバドミントン� 無料
　国際テニス連盟がすすめる〈PLAY＆STAY〉プロ
グラムでおこなうテニス入門レッスンと、自由に
のびのびプレイできるバドミントンの時間です。
対　象 小学生�各10名（先着順）
日　時 11月27日（日） テニス 13：30～14：30

　　　　バドミントン 15：00～16：00
申込み 電話または来館にて（11月6日から受付）

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

◦子ども水泳水慣れコース
　まだプールに慣れていないお子さま向けの教室
です。遊びを交えながら丁寧に指導します。
対　象 2歳6か月以上�各20名
日　時 水～金曜日 15：30～16：30（2か月8回）、

　　　　土曜日 14：30～15：30（2か月8回）
費　用 2か月8回�7,360円（税込）、
　　　　1回体験�500円（税込）
　　　　※�施設利用料350円×受講日数分が別途

必要（5歳以下は施設利用料無料）。
申込み �前日までに3階フロントにて。
　　　　※1回体験の場合のみ電話で予約できます。

老人福祉センター老人福祉センター
梅南1-4-27 ☎6654-2951

◦歯科セミナー＆歯科相談� 無料
　お口の健康法について～口腔ケアで健康で元気
な身体に～
講　師 西成区歯科医師会�近江�眞吾先生
対　象 市内在住の60歳以上の方�25名（先着順）
日　時 12月6日（火） 13：30～15：00
申込み �電話またはセンター備付けの申込用紙に

て（11月7日�10：00から受付）

◦ボッチャ・サポーター養成講座� 無料
　地域でボッチャの審判を務めるなど、普及促進
のお手伝いをしていただけるよう開催します。
対　象 区内在住の方（年齢不問）�20名（先着順）
日　時 12月9日（金） 13：30～15：00
申込み �電話またはセンター備付けの申込用紙に

て（11月9日�10：00から受付）

西成警察署
ホームページ
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