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平成 30 年 3 月 1 日

（一財）大阪市コミュニティ協会西区支部協議会
〇TEL 06-6125-3311 〇FAX 06-6125-3315
〇ホームページ https://www.osakacommunity.jp/nishi/

もうすぐ春ですね◎ちょっと出かけてみませんか

●4 月 2 日(日)

●4 月 5 日（水）

花が咲き始めました

満開です、土佐稲荷神社の夜桜

●4 月 9 日（日）

●4 月 13 日（木）

昨日は小雨が降りました。サクラの花に、葉っぱが…

新緑の樹とのコントラストはすがすがしいです

「特集！「土佐稲荷神社の桜

●おおさか★西区.com

開花状況」をレポートしました」より

http://nisi.iinaa.net/

西区の情報あれこれを行って・見て・聞いて発信しています。ぜひご覧ください！
ほかにも・・・
●西区フォトギャラリー

●西区の公園

●西区の史跡顕彰碑

●西区の橋

●西区ぶらり探訪

●お地蔵さん

この春から、なにか新しいことはじめてみませんか？
見学随時受付しています！
ふらっとカフェ

木曜日

午前の部 ・ 午後の部

西区民センター

あみもの

定員 8 名

500 円/1 回（材料費込）

1 階 楽屋他

美しい刺しゅう糸で編む アクセサリー・髪飾りなど、参加者のみなさんと
おしゃべりをしながら編みませんか！
編みものが初めての方には、スタッフがお手伝いします。
■4 月 5 日、5 月 10 日（午後のみ）（全て木曜日）
■午前の部 10：00～12：00／午後の部 13：30～15：30
■持ち物 かぎ針（3 号から） ＊あれば残り糸をお持ちください。

楽しく学ぼう！

金曜日

15：15～16：45

パソコン入門講座

定員 12 名

9,000 円/12 回（テキスト代込）

港区民センター

これからパソコンを始める方に最適な講座です。
ウィンドウズパソコンの基本操作から、文書の作成・表計算・インターネットの基礎までを楽しく学んでいきます。
■4 月 20 日～7 月 27 日（全て金曜日）
■事前申込・先着順
■USB メモリが必要 ※詳しくは、初回に説明します

●平成 30 年度コミュニティサロン一覧（会場：西区民センター）
講習会名

時

間

定員

会

費

備

考

初級英会話

13:00～14:30

16 名

7,500 円/10 回分

別途、教材費が必要

火 英会話入門

14:45～16:15

16 名

7,500 円/10 回分

別途、教材費が必要

19:00～21:00

16 名

8,500 円/10 回分

別途、教材費が必要

9:45～11:15

80 名

5,000 円/10 回毎

別途、保険料が必要

9:30～11:00

50 名

5,000 円/10 回毎

別途、保険料が必要

体幹ストレッチ

11:10～12:00

30 名

4,000 円/10 回毎

ヨガ(木曜コース）

13:00～14:30

80 名

5,000 円/10 回毎

別途、保険料が必要

女声コーラス

19:00～21:00

20 名

5,000 円/2 ヶ月毎

別途、材料費が必要

9:30～12:00

20 名

5,500 円/6 回毎

別途、教材費が必要

中国語(初級)

18:30～20:30

10 名

12,000 円/8 回分

別途、教材費が必要

中国語(中級)

18:30～20:30

16 名

12,000 円/15 回分

別途、教材費が必要

初・中級英会話
水 ヨガ(水曜コース）
健康体操
木

金 七宝焼
土

＊詳しくは、ホームページ・チラシをご覧ください。
＊開催日は、講師および区民センターの会場の都合により変更になることがあります。
＊途中入会でも、金額は変わりません。

★各イベントの詳細は各支部のホームページかお電話でお問合せください
中央区支部協議会
https://www.osakacommunity.jp/chuo/

春の子ども広場
人形劇・ジャグリング・手作りコーナー・ゲームコーナーなど
楽しいことがいっぱい！遊びに来てね。
3 月 11 日（日）13：30～16：00 ⑤中央区民センター
13：30～14：00 人形劇
14：00～16：00 手作り・ゲームコーナー
14：30～
ジャグリング
入場無料 予約不要
[問合]☎06-6267-0201（中央区民センター）

⑤中央区民センター・⑥中央会館 指定管理者
●中央区民センターエレベーター利用中止
中央区民センターのエレベーターは当面、利用を中止します。
エレベーターのご利用者につきましては、中央区役所のエレ
ベーターをご利用いただきます。
ご不便をおかけいたしますが、ご理解・ご協力をよろしくお
願いいたします。

天王寺区支部協議会
https://www.osakacommunity.jp/tennoji/

やったもんがち体験会
みんなでつくろう・学ぼう「やったもんがち体験会」
お化け役（こども）大募集!!お化けメイクで一緒に盛り上げよう！
3 月 11 日（日）13：00～16：00 ⑩天王寺区民センター
入場無料（一部有料コーナーあり）
[問合]☎06-6771-9981

⑩天王寺区民センター 指定管理者
●てんのうじチャレンジスペース
六万体の交差点に位置し、谷町筋に面した非常に立地の良い
場所となっており、レンタルスペースとしてご活用いただけ
ます。
通りに面した開放的な窓からスペース内に太陽の光が降り
注ぐ、とっても気持ちの良い空間になっています。
お友達同士のおしゃべりや勉強会から、てづくり作品の展示・販売やギャラリー、映画の
上映会など小規模なイベントまで、幅広くご利用頂けますので、お気軽にご活用ください。

浪速区支部協議会
https://www.osakacommunity.jp/naniwa/

社交ダンス無料練習会
パーティー形式の練習会です。初心者の方でも丁寧に指導します。
どなたでも気軽にご参加ください！
3 月 13・20・27 日（火）19：00～20：30 ⑪浪速区民センター
入場無料・予約不要
持ち物：運動のできる軽装、上靴（靴底の薄いもの）
※1 クール 8 回の講習会（有料）も開催しています。
[問合]☎06-6568-2171

⑪浪速区民センター 指定管理者
●浪速区民センター第 4 会議室のレイアウト変更
第 4 会議室の机と椅子が変更になりました。
机は円卓のものから他の会議室と類似した長机に変更、椅子は
スタッキングチェアに変更いたしました。
通常は写真のロの字型での仕様になりますが、教室型にもレイ
アウトが変更可能です。

春のおすすめ講座！
初心者でも安心！
自分にあったものをみつけて、
春から習いごとはじめてみませんか？

受講生の声をあつめました。
・ヨガのレッスンに通っています。
友達もできて、毎週の楽しみが増えました！

受講生募集中！

・フラダンスのレッスンに通っています。
１年に１度、文化のつどいの舞台で踊るのが目標です！
・みそづくりの講習会に参加しました。
毎年１年分のお味噌をつくります。
家族みんなで毎日のんでます。おすすめ(^^)！

●入会金不要！途中入会歓迎！
●体験レッスン随時受付中！

・「いつでもどこでも何回でも」より、
わたしには「◯曜日の◯◯区民センター◯回」のほうが
向いていました（笑）
・「体験レッスン」があったので、安心して参加することができました。

からだをうごかす講座

教養を深める講座

①北区民センター

②大淀コミュニティセンター

健康フィットネス

水曜日 10:00-11:30
6,000 円 /3 ヶ月
問合せ☎06-6315-1500

フラダンス
からだ

⑤中央区民センター
小 ・ 中学生ヒップホップ教室

YUMI 先生と楽しくダンスレッスンしませんか。
年に 2 回、発表会もあります

⑨大正会館

からだ

女性限定だからこそできる、
お悩みに応える運動をしていきます。

書道教室

教養

楽しく書道を学びましょう！
こども 3,500 円 / 月

からだ

デューク更家氏が独自で考案した、
歩くことで健康をめざすウォーキング。

金曜日 10:00-12:00
7,200 円 /12 回
問合せ☎06-6771-9981

からだ

⑭生野区民センター
月曜日 17:00-18:00
10,000 円 /10 回
問合せ☎06-6716-3020

教養

からだ

赤ちゃんとママの絆を深める大切なふれあいの
時間をもってみませんか？ママ友もできますよ♪

水曜日 19:30-21:00
4,000 円 /8 回
問合せ☎06-6571-3056

⑪浪速区民センター

⑫淀川区民センター

からだ

金曜日 19:00-20:30
7,200 円 /12 回
問合せ☎06-6304-9120

⑮城東区民センター

⑯平野区民センター
ダンベル ・ リビング健康体操

木曜日 19:00-21:00
10,000 円 /20 回
問合せ☎06-6932-2000

音楽

堅苦しい歌だけでなく、皆が知っている童謡も
歌います。楽しい仲間がたくさんいますよ♪

リズム＆ストレッチ体操
からだ

運動不足でお悩みの方や運動の苦手な方でも
講師が丁寧に指導いたし ます。

音楽

「Oh Happy Day」「Amen」「時代」等を
はじめ発声 ・ 発音など、歌の練習

火曜日 10:00-11:30
6,000 円 /15 回
問合せ☎06-6704-1200

木曜日 10:00-11:30
からだ
4,500 円 /9 回
旭区支部
問合せ☎06-6953-3901 協議会

受講してから「体調が良くなった」
「多くの
友人ができた」と好評で人気講座の一つです。

からだ

最近運動不足でお悩みの方も
この機会にどうぞご参加ください。

旭区民センター

西区支部
協議会

教養

ゴスペル教室

火曜日 19:00-20:30
2,300 円 /8 回
問合せ☎06-6568-2171

混声コーラス

バーレッスン体幹ストレッチ
木曜日 11:10-12:00
4,000 円 /10 回
問合せ☎06-6125-3311

初めての方も安心！無料体験実施中。
ヨガで心と身体をリフレッシュ。

おうちに眠っている着物を着てみませんか
（練習用着物の貸し出しあります）

種目はワルツ、タンゴ、ルンバ他。
初心者大歓迎。

西区民センター

ベビーマッサージ

からだ

社交ダンス教室

パワーヨーガ教室

からだ

着付け＆マナー講座

月曜日 19:00-20:30
8,000 円 /10 回
問合せ☎06-6572-0020

週末遊び疲れたカラダをリセット
お仕事帰りに◎（更衣場所あります）

ハングルがまったく初めての方対象です。
自然な会話を身につけましょう。

⑰平野区民ホール

水曜日 10:15-11:45
4,900 円 /9 回
問合せ☎06-6463-1100

⑧港近隣センター

リラックスヨガ

水曜日 14:00-15:00
2,500 円 /5 回
問合せ☎06-6211-0630

韓国語【初級】講習会

土曜日 13:00-16:00
4,500 円 / 月（月 3 回）
問合せ☎06-6972-0717

からだ

⑦港区民センター

筋力アップにもなるヨガ教室です。
まずは体験にいらしてください。

⑬東成区民センター

月曜日 10:00-11:00
500 円 /1 回
問合せ☎06-6790-4000

⑥中央会館

④此花区民ホール
リフレッシュヨガ

金曜日 19:30-20:30
3,000 円 /40 回程度
問合せ☎06-6468-1771

体を少しでも動かしたいと考えている方に、
おすすめ！

⑩天王寺区民センター

おとなの女性のためのバレエストレッチ教室

木曜日 10:30-11:30
5,000 円 /10 回
問合せ☎06-6553-5511

からだ

デュークズウォーキング
からだ

③福島区民センター
健康体操教室

金曜日 10:30-12:00
10,000 円 /9 回
問合せ☎06-6372-0213
初心者の方大歓迎
講師 ハラオ フラ メハナ

音楽に合わせて健康づくり

月曜日 18:003,000 円 /3 ヶ月（月 2 回）
問合せ☎06-6267-0201

音楽をたのしむ講座

住吉区民センター
ヨガ

金曜日 10:00-11:30
からだ
2,400 円 /8 回
住吉区支部
問合せ☎06-6696-5611 協議会
ヨガで心も身体もリフレッシュしませんか。
午後の部 13:30-15:00 もあります。

＊テキスト代 ・ 材料費 ・ 保険料など別途必要な場合があります。詳細については、ホームページよりご確認いただくか、各施設（各支部協議会）にお問い合わせください。
講座は予告なく内容の変更もしくは中止させていただく場合がございます。

講座一覧検索
大阪市コミュニティ協会
←今すぐ講座を見つけよう

そうだ。
やりたいことをはじめてみよう。

やってるんです
！
いいねっと
をポチ

大阪市の楽しい情報
幅広くおとどけ中！

区民まつり情報
イベント情報
地域情報

大阪市コミュニティ協会

検索

