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旧暦3月3日は上巳(じょうし)の節句と言わ

れ、桃の花が咲く季節であることから「桃の節

句」とも呼ばれます。古代中国では、上巳の日

に川で身を清め不浄を祓(はら)う風習があり

ました。その後日本にもこれらの行事が取り入

れられ、やがて紙で小さな人形・形代(かたし

ろ)を作り、そこにけがれを移し、川や海に流

してお祓いをするようになりました。現在でも

「流し雛」の風習に名残りが見られます。

上巳の厄祓いの形代が、女の子が紙の人形や

調度で遊ぶ「ひいな遊び」と合体し、ひな祭り

として発展していきました。

≪ひな人形≫

雛飾りは婚礼を表しています。最上段に飾

られる男雛と女雛は、内裏（だいり）雛・親

王（しんのう）雛などと呼ばれ、高貴な夫婦

の姿を模しています。そこに三三九度のお世

話をする三人官女、笛や太鼓のお囃子（はや

し）でお祝いする五人囃子、お供の随身（ず

いじん）、華やかな雛道具がそろい、幸せな婚

礼を象徴します。

≪桃の花≫

厄除けと、長寿の祈りを込めて飾ります。古

来、桃は鬼門除けに植えられるなど、邪気を

祓う力があるとして崇（あが）められていま

した。

◎みやこの歳時記 ～弥生 (やよい )～

～ ひな祭り ～

命を守る!! その思いを胸に…

『普通救命講習』開催!!
あなたの大切な人が、急な病気や突然のケガで呼

吸や心臓が止まった時、あなたはどうしますか？

救急車が到着するまでの時間をどのように使うか

によって、生存率に大きな差が出たり、その後の病

状に影響があったりするといわれています。

「あの時こうしていれば…」と後悔しないために、

適切な方法を学びたいものです。そのために、救命

講習は有効ではないでしょうか。

2 月 27 日(金)、都島区民センターで『普通救命講

習』が開催されます。都島消防署員から、心肺蘇生

法や救急処置、ＡＥＤ（自動体外式除細動器）の使

い方を学びます。

この機会に、ぜひご参加ください。

■日 時：平成 27 年 2 月 27 日(金)

14：00 ～ 17：00

■参加費：無料

■定 員：10 名程度 (事前申込み、先着順)

※受講者には、後日修了証が発行されます。

※都島消防署の緊急出動により実施できない

場合もありますので、ご了承ください。

無料
～ 低料金で使いやすい!! 公共施設だから安心 !! ～

● こんなお部屋はどうですか？

区民センター施設案内

●大阪市立 都島区民センター

■住所 〒534-0027 大阪市都島区中野町 （都島区役所のとなり）

■電話 ■ＦＡＸ

■ホームページ http://danjo.osaka.jp/miyakojima/ (空室状況を確認できます)

■開館時間 午前９時３０分～午後９時３０分

■休館日 年末年始（12 / 29～1 / 3）

※点検・修繕等で臨時休館する場合は、あらかじめホームページ等でお知らせします。

会議室① (定員 16 名 33 ㎡)

会議室⑤ (定員 20 名 44 ㎡)

・会議室 ５

フローリングですが、机、イスを並べること

もできます。お芝居の練習や勉強会などに最

適です。

◎入場料の類を徴しない場合（1室あたり） ※入場料徴収の場合は５割増し 単位(円)

午前 午後 夜間 午前・午後 午後・夜間 全日

9：30～12：30 13：00～17：00 17：30～21：30 9：30～17：00 13：00～21：30 9：30～21：30

平日 土日祝 平日 土日祝 平日 土日祝 平日 土日祝 平日 土日祝 平日 土日祝

会議室

①・⑤
1,000 1,200 1,300 1,560 1,300 1,560 1,500 1,800 1,700 2,040 2,400 2,880

≪ 会 議 室 ① ・ ⑤ … 料 金 表 ≫

・会議室 １

大きなテーブルを囲んで、ゆったりとした椅子が

並びます。ミーティングや打ち合わせにぴったり

です。



あなただけの春の装いを…

かぎ針編みで、プルオーバーを編んでみませ

んか？ 編み方は簡単!! はじめての方でも

わかりやすく、丁寧に指導してもらえるので、

心配はいりません。スリーシーズン活用できる

１枚です。

春先に着れば、気分も軽やか…夏はＴシャツ

と合わせて涼しげに!! 秋には、大人色のシッ

クなスタイルで!!

あなただけの１枚を手づくりする講座です。

● 押し花＆デコパージュ

『かわいい押し花フレーム』と、ヨーロッパ発

祥のアート技法、デコパージュ(貼り絵で表面を飾

り、特殊な糊を塗り重ねていく工芸品)で彩った『布

のランチバッグ』作りが体験できます。あなただ

けのオリジナル作品を作ってみませんか？

■日 時：平成 27 年 3 月 19 日(木)

・押し花…13：30 ～ 15：00

・デコパージュ…15：00 ～ 16：30

■受講料：押し花…2500 円

デコパージュ…800 円

■定 員：各 8 名(先着順)

◎講座に関するお問合せ、お申込みは都島区民センターへ !!

※最低開講人数に達しない場合は不開講となる場合があります。

■お申込みは、電話、ＦＡＸ、来館にて…。

ＦＡＸの場合は必要事項≪講座名・住所・氏名(ふりがな)・年齢・電話番号≫を明記

TEL.06-6352-6100 FAX.06-6352-8411 〒534-0027 大阪市都島区中野町 2-16-25

一日講座のご案内

●すぐに役立つ 防犯教室

自分と大切な人を守るために!!

いざという時にあわてず、冷静に的確な行動を

とるにはどうすればいいのか!?

都島警察署員による、防犯のお話と簡単な護身

術指導が行われます。

■日 時：平成 27 年 2 月 24 日(火)

14：00 ～ 15：30

■参加費：無料

■定 員：20 名程度 (先着順)

無料

『手づくりまつり』で大満足!!

２月８日(日)、当センターをはじめ、区内で

活動している団体・サークルによる手づくり体

験や活動紹介、作品展示を行う『都島区民セン

ターフェスティバル 手づくりまつり』が開催

されました。

フラワーアレンジメントやブリザードフラ

ワー、押し花を使った小物、空きビンで花器づ

くりなど、オリジナル作品づくりに熱心に取り

組む姿がここかしこに見られました。書と絵て

がみ、パッチワークの展示には、しばし足を止

めて鑑賞する来場者も。

また、おもちゃの修理や紙トンボづくり、プ

リクラのブースには、小さな子どもたちの歓声

が響き、似顔絵のブースでは順番待ちの列がで

きるほどの盛況ぶりでした。

ステージ上では、都島コレクションとも呼べ

そうな手編み作品の発表会が行われ、観客の熱

い視線を集めていました。

ゴミがアートに変わった!!
『淀川テクニックと動物をつくろう！』

２月８日(日)、ゴミや漂流物を使って作品をつく

るアートユニット『淀川テクニック』と一緒に、小・

中学生が作品づくりに挑みました。大川沿いで材料

となるゴミ拾いウォークを行い、ゴミ問題にも気づ

く良い機会となりました。

捨てられたゴミが作品として生まれ変わることに

驚きを感じながら、制作に励んでいました。

ヒザ痛にお悩みの方に朗報!!

階段の上り下りがつらい!! 寒くなると痛

む!! 曲げ伸ばしに違和感が… 何とか痛み

を和らげられないものか？ これ以上、悪くな

らないように…。そもそも、なんでひざが痛む

のか？ ひざの痛みで悩んでいる人には、共通

の悩みですね。

ひざの痛みのメカニズムや痛みを和らげ、こ

れ以上悪くしないための簡単なストレッチや

体操を学べる講座です。

春の講座-予告

ココにもあるよ!! さくら通信!!

～ 京嵯峨野屋 ～

都島南通 1 丁目の『京嵯峨野屋』

さんにも、店長さんのご厚意で『さ

くら通信』を置いて頂いています。

お買い物のついでに『さくら通信』

を手に取ってみてくださいね!!

店長さん!

ありがとうございま～す!!

※詳細については、３月中旬以降に当館までお問い合わせください。


