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（施設からのお知らせ）

施設からのお知らせ
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、 
中止・延期等になる場合があります。詳しくは、各施設の
ホームページやお電話にてご確認ください。

老人福祉センター ☎6683-2888
南加賀屋3-1-２０　１階

※全て市内在住の60歳以上の方が対象です。
※�①～③は、受付終了後、定員を超えた場合は抽選の 

うえ、当選者にのみ電話連絡します。
※�来館でのお申込みには『利用証』が必要となりますの

で、ご持参ください。『利用証』をお持ちでない方は、申
込時にお作りしますので、公的書類をお持ちください。

①リラックスヨガ 無料
�２月２日（水）・9日（水）・3月2日（水）・23日（水） 
13：30～14：30（全4回）
区老人福祉センター　大広間　 10名
�来館または電話にて受付 
1月11日（火）11：00～1月18日（火）16：00

② 役立つYouTube活用 無料  
（スマホ活用講座２月）

　YouTubeでどんなことができるのか、基本的な使い方
を学び、暮らしの中で役立つコンテンツを紹介します。
�２月5日（土）13：30～15：30
区老人福祉センター　大広間　 10名
��来館または電話にて受付 
1月11日（火）11：00～1月18日（火）16：00

③筆ペン講習会 （中級者向け）
　俳句、川柳などを教材に、筆ペンの練習を行います。
�２月10日（木）・24日（木）・3月10日（木）・24日（木） 
13：30～15：30（全4回）
区老人福祉センター��多目的室  380円（筆ペン代）
10名　 �半紙、長半紙、書道用の下敷き、文鎮
��来館または電話にて受付 
1月12日（水）11：00～1月19日（水）16：00

※当選者は1月末までに受講手続を行ってください。

 ④Zoomで参加しよう！ストレッチ運動 無料
　ご自宅などからZoomを使って「ストレッチ運動」の
講座に参加してみませんか。簡単、ゆっくりした運動な
ので、運動が苦手な方も大丈夫です。
※Zoomを使ったオンライン講座
�２月24日（木）13：30～14：15
 スマホ、タブレット、パソコンを使って 
Zoomで参加できる方　
7名（先着順）
�来館または二次元コードにて受付 
１月18日（火）11：00～

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
場所 日時

北加賀屋公園北側
（さざんか会館横）
（北加賀屋5-3）

1月11日（火）
2月１日（火）

13：30～14：00

南港前団地（南港東1-6） 14：30～15：00
シーサイドレジデンス
コスモスクエア駅前
（南港北1-25）

1月18日（火） 14：10～15：20

シティハイツ住之江2号棟前
（西住之江1-3）

1月19日（水）

10：40～11：20

粉浜小学校南門（粉浜2-6） 13：00～14：00
市営住之江住宅3号棟前
（住之江3-14） 14：30～15：00

加賀屋福祉センター
（東加賀屋2-14）

1月28日（金）
10：10～10：50

南港公園北東入口
（南港中3-1） 13：45～15：15

日時・期間 場所 対象 定員 講師 内容 費用 持ち物 締切 申込み 問合せ Ｅメール その他

住之江スポーツセンター ☎6686-4172　北加賀屋5-3-47

　１月から健康体操教室、卓球、バドミントン、ストレッチ＆リズム
ダンス、親子体操教室がスタートします。一人１回の無料体験や見学
も実施しているのでぜひお越しください！

【各種スポーツ教室体験について】

 来館または電話☎6683-2882　
先着順。定員になり次第終了します。

検索住之江会館

講座名 日時・講師・対象など 定員 費用

楽しく健康にスポーツ吹矢 �１月29日、２月５日（土）�
10：00～12：00（全2回） 20名 1,600円

決算書の読み方　講座
�１月30日、２月６日､20日（日）�
14：00～16：00（全3回）
筆記用具、電卓

20名 3,000円

中国語教室入門コース �２月５日～４月９日（毎週土曜）�
14：00～15：00（全10回） 16名 10,000円

Mr.アンダーソンの
英会話教室
入門・初級・中級　

�２月７日～４月25日（月）全12回
　　�①初級18：00～19：00�
②中級19：15～20：15
２月５日～４月23日（土）全12回

　　�③初級13：15～14：15�
④中級14：30～15：30�
⑤入門15：45～16：45

各20名 9,600円
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住之江会館 ☎6683-2882　南加賀屋3-1-２０　２階

住之江図書館 ☎6683-2788　南加賀屋3‒1‒２０　３階

★読書会 無料 要申込
　1冊の本をテーマにおしゃべりしませんか。図書館で用意した本を事前に読んで参加いただきます。
　テキスト『渦―妹背山婦女庭訓魂結び―』大島真寿美�著
�1月19日（水）10：30～12：00（毎月第３水曜開催）
�住之江会館会議室　 10名（先着順）　 電話または窓口にて受付

★えほんのじかん 無料
　絵本の読みきかせや紙芝居など。�
お気軽にどうぞ。
�1月7日・14日・21日・28日（金） 
 11：00～11：30（毎週金曜開催）
�図書館えほんコーナー　
子どもとその保護者
4組（各回当日先着順）

★赤ちゃんの部屋 無料
　絵本の読みきかせや手あそびなど。
�1月12日（水）10：30～11：00 

（毎月第２水曜開催）　
�住之江会館和室　
3歳までの乳幼児とその保護者　
10組（当日先着順）

 【ご利用にあたって】��
　�健康管理をしていただいたうえで
　ご来館ください。

 【年始の予定】�
　�1月5日（水）から開館します。返却ポストは、
1月4日（火）9：00からご利用いただけます。

詳しくは
こちら

住之江屋内プール ☎6686-4163　北加賀屋5-3-47

★一般プール利用をお待ちしています★　
�65歳以上350円、16歳～64歳700円、子ども350円、 
障がい者と０歳～5歳無料

★1/1０（月・祝）新春イベント開催します★　
イベントでしか開催しないプログラムもあるのでぜひお越しください！
※プログラムの詳細につきましてはお問合せください。

詳しくは
こちら

大阪急性期・総合医療センター 消化器内科・消化器外科
　「おなかのがん」について専門医と一緒に学びましょう。
専門医が「おなかのがん」とその治療方法について分かり
やすく解説を行います。

２月12日（土）13：30～15：00　
 Webex EventsでのWEB配信
どなたでも　 700名（先着順）
 WEB より事前登録をお願いします。
事前登録いただきますと WEB セミナーの案内がメールで配信されます。
事前登録受付期間：１月４日（火）～２月９日（水）
 地方独立行政法人大阪府立病院機構　大阪急性期・総合医療センター 
☎6692-1201（平日11：00～15：00） 　I6606-7000

事前登録
はこちら

１胃がんってどんな病気？
２胃がんの治療ってどうするの？
３大腸がんってどんな病気？
４大腸がんの治療ってどうするの？
※ 事前登録時にご質問を受け付け、講座中に

可能な範囲で回答します。

府民公開講座

URL： https：//osaka-gs.jp/ 
2021/10/news4446/

申込みは
こちら


