
8 満６５歳以上の方を対象に、話し相手や施設行事のお手伝いなどの活動実績に応じて貯めたポイントを換金できる事業です。
詳しくはホームページをご覧ください。 c大阪市社会福祉協議会　介護予防ポイント事業担当　a６７６５-５６１０

介護予防ポイント事業

施 設 だより

区民会館（エルモ西淀川）
大和田2-5-7　a6471-9217

■エルモ・シネマ「私を野球につれてって」
　ジーン・ケリー、フランク・シ
ナトラの豪華共演に“水着の
女王”エスターも加わり、楽し
いことこの上なし。プールで
泳ぐ彼女はただただ美しい。
　主題歌は今でも大リーグ
の７回の攻撃前に歌われるお
馴染みの曲である。
o 3月21日(土) ①10：30～ ②13：30～ 開場は30分前
i 1949年 アメリカ　Color：カラー　日本語字幕版
時間：93分　監督：バスビー・バークレイ
出演：フランク・シナトラ、ジーン・ケリー　p各回234名

k全席自由席・前売り600円・当日700円(各回入替制)
q前売り券完売の際、当日券を販売しない場合があります。
f窓口 ※未就学児のご入場はご遠慮ください。

要・チケット購入

老人福祉センター
佃２-９-５　a6474-４１００

■にしよどふれあいフェスティバル
o３月１２日（木） 10：00～16：00
３月１３日（金） 10：00～15：30

i老人福祉センターの各サーク
ルによる一年間の成果を発表
します。さらに一般参加者、老
人クラブによる作品展示や演芸大会、ぜんざいコー
ナー、お楽しみ抽選会など、盛り沢山の催しです。

jどなたでも

西淀川図書館
区役所地下1階　a6474-7900

　大人が楽しめるおはなしを語ります。
o 3月12日(木) 14:00～15:00
e多目的室　nおはなしボランティアパタポン
jどなたでも　p 50名

■パタポン大人のためのおはなし会 無料 予約不要

西淀川消防署
御幣島1-10-20　a6472-0119
■春の火災予防運動

■防火標語募集を行います

　３月１日～３月７日まで
は春の火災予防運動で
す。西淀川消防署では、
期間中様々な火災予防啓発活動を予定しておりますの
で、ご理解ご協力よろしくお願いいたします。

［応募資格］大阪市内に在住、在勤又は在学されている方
［募集期間］３月２日（月）～４月８日（水）
［応募方法］①「はがき、封書による応募　あて先 
〒550-８５６６ 大阪市西区九条南１丁目１２番54号
大阪市消防局予防部予防課『防火標語募集』係」
②「メールによる応募　送信先　
g yobou-bosyu@city.osaka.lg.jp 

［記入事項］防火標語（形式自由　応募は１人１点とし、２
点目以降は無効となります。）、住所、氏名（ふりが
な）、電話番号　※大阪市内に在勤又は在学の方は
事業所名又は学校名、所在地、電話番号も明記してく
ださい。

※詳細については西淀川消防署のホームページをご覧
ください。

c市立中央図書館　自動車文庫
a6539-3305　b6539-3336

移 動 図 書 館

まちかど号まちかど号

サンラフレ出来島10号棟前（出来島3-2）
o3月3日（火）・4月7日（火）10：10～10：40

西淀川特別養護老人ホーム（大和田2-5）
o3月5日（木）・4月2日（木）11:10～11:50

佃南小学校正門（佃5-12）
o3月5日（木）13：30～14：30

千舟リバーサイドヴィラD棟前（佃1-26）
o3月6日（金）・4月3日（金）13：00～13：40

川北小学校講堂前（中島1-11）
o3月11日（水）10：05～11：00

子ども・子育てプラザ
姫里２-１３-２２　a６４７４-７２４５

　君はハンターから逃げきることができるのか！？
o 4月11日(土) 【１部】13：00～14：30　
【２部】15：00～16：30 ※雨天中止

e大阪市立姫島小学校　第一グラウンド　
nプラザ職員　
j新小学1年生～高校生　
p１２０名（各部６０名） ※先着順　
r水筒、タオル　
q３月１０日（火）～４月９日（木）
f電話・窓口にて受付 
※募集は先着順で、各部定員に達した場合は
　キャンセル待ちになります。
※校区外の方は保護者の送迎が必要です。

区民ホール
御幣島3-13-3　a6472-6000

■お楽しみウクレレ教室 要予約

o 3月20日(金)から
i図書館には、あおぞら財団による、西淀川区の環境や
災害に関する取り組みなどを紹介するパネル展示
コーナーがあります。3月からは
移動手段で最も身近な乗り物で
ある「自転車」とまちづくりの取
り組みを紹介します。

nあおぞら財団　
jどなたでも

■あおぞら財団展示「自転車のもつ可能性
～だれもが自由に移動できるように～」

無料 予約不要

無料 予約不要

西淀川屋内プール
大和田2-5-7　a6474-9940

　西淀川屋内プールでは外壁・天井等改修工事により、
令和2年2月末までプールの臨時休業を予定していまし
たが、改修工事進捗の遅れにより3月末(予定)までかか
ることとなりました。　　
　ご利用の皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますが
ご了承のほどよろしくお願いします。
　なお、トレーニングルームについては、通常通りご利用
いただけます。 
c環境局総務部 施設管理課　a6630-3364

　千舟地域にある千舟会館
では、喫茶や会合、お稽古ご
とが活発に行われており、地
域活動の活性化に役立ってい
ます。地域の人だけではなく、
地域外の人も利用することが
できます。みなさんが集う、コ
ミュニケーションの場として、どうぞご活用ください。

o 4月4・25日、5月9・23日、6月6・27日、
7月11・18日の計8回（土曜日）
Ａコース（初級） 10：30～12:00
Ｂコース（初級） 13:00～14：30
Ｃコース（中級） 14：40～16：10

i初級…ウクレレの持ち方・楽譜の読み方・
音の出し方等基本をマスターします。

中級・・・基本のコードが弾ける方を対象
※ウクレレをお持ちの方はご持参下さい。
※ウクレレのレンタルは先着５名まで可能。

jどなたでも　p各コース10名（先着順）
rあればウクレレ・筆記用具
k 7,000円（計8回分）・4月4日に徴収させて頂きます。 
※一旦納入された受講料はお返し出来ません

q定員になり次第　f電話または来館にて
■パイロット体験講座 要予約
o 4月１1日(土）　
Ａコース 10：00～12：00
Ｂコース 13：00～15：00
Ｃコース 15：30～17：30

iフライトシミュレーターの使
い方等の説明後、１人約20
分の飛行体験が出来ます。
元日本航空機長手作りの「フライトシミュレーター」で
飛行機を操縦して大空を飛びませんか？

j１８歳以上の方(申込者以外の参加はご遠慮下さい）
p各コース5名(先着順）
k 500円(当日徴収させて頂きます）
q定員になり次第　f電話または来館にて

o 4月8日（水）
14：00～15：30 受付は13：45～

e区役所５階 会議室
i面接対策セミナー 
p３０名（先着順・事前受付）
f・cハローワーク in 西淀川（区役所1階）またはハロー

ワーク梅田職業相談第２部門（a6344-8609
部門コード42＃）にて事前受付

ハローワーク in 西淀川
区役所１階　a７６６８-０１５０

■就職活動支援セミナー 無料 要予約

※佃南小学校正門の巡回は3月をもって終了します。

約
7日、

み方・
ーします。
対象
下さい。
で可能。
着順）

1階

2階

鶴

松竹
亀

梅

フローリング約30㎡

じゅうたん約30㎡
フローリング約24㎡

和室10畳

800円
千舟地域階数・様式等

800円
500円

500円

1,000円
地域外

1,000円
800円

800円

日曜日・祝日も利用できます。【利用料金（1時間当たり）】

※企業・業者利用の場合は「地域外」料金

【設備】 冷暖房、机・椅子、ホワイトボード他
フローリングの広いお部屋、じゅうたん敷きのお部屋、
和室があります。利用時間は相談に応じます。詳しくは
お問い合わせください。

淀商業高等学校
野里３-３-１５　a6474-2221

o３月２２日（日） 開場 13：30／開演 14：00
13：45～ OBOGによるSpecial演奏

e区民ホール
iQUEENメドレー・
ジブリメドレー・
ディズニーメドレー他

p 200名

■YODO　BRASS  第7回 定期演奏会
予約不要

無料

令和元年度
大阪市防火標語 『守ったる！』その心得で火の用心

■1年生かんげいイベント 
　出前講座 「逃走中」 要予約 無料

c千舟会館（千舟３-４-３）　a・b６４７４-５０５２　平日8：30~10：30

地域の会館で
コミュニティの活性化

o 3月28日(土) 15：00～16：30
i劇ではなく、誰でも楽しくできるお笑いのあそびです！
n放送作家　砂川 一茂 さん　
j小学生～高校生
pなし ※当日自由参加　
r水筒 ※動きやすい服装でお越しください

■新喜劇あそび 予約不要 無料
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