
『毛馬桜之宮公園』以外にも、身近な公園や学

校など、きれいな桜が見られるスポットがたくさ

んありますね。

その中のひとつに、JR 桜ノ宮駅から JR 京橋駅間

の土手沿いに咲く桜並木もおすすめです。JR 北側

に伸びるコミュニティ道路沿いに、見事な桜のト

ンネルが現れます。

立ち止まって桜をながめるもよし、ブラブラと

そぞろあるくもよし…。

ぽかぽか陽気に

誘われて…、お友達と、

ご夫婦で、のんびり

お散歩も楽しいひと

ときではないでしょうか。

やがて江戸時代になると、春の行楽として花

見が庶民の間にも広がっていき、桜を見ながら

酒を酌み交わすというスタイルになっていき

ました。それまでは、桜といえば山に自生する

山桜でしたが、江戸時代になると桜の品種改良

が進み、徳川家光や徳川吉宗などが町に桜を多

く植えました。こうして身近に楽しめる場が増

えたことも、花見が広がった

大きな理由のひとつで、

現在も人々に愛される

花見名所が数多く

存在しています。
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お花見といえば桜ですが、その由来は平安時

代に遡ります。この頃から花の代名詞が桜とな

り、桜を愛でた歌が数多く作られました。平安

貴族が桜を愛でながら、宴を楽しんだのです。

鎌倉時代になると平安貴族の楽しみが、武家

社会でも行われるようになっていきました。

また、農民にとってのお花見は、豊作祈願の

行事でもありました。冬になって山に帰った田

の神様は、春になると里へ下り、桜に宿ると考

えられていたため、桜のもとで田の神様を迎え

て祝い、花がたくさん咲いて豊作になるように

と祈ったのです。ちなみに『サクラ』のサは山

の神のこと、クラは神様の座られる場所という

意味だといわれています

◎みやこの歳時記 ～卯月 (うづき )～

～ お 花 見 ～

会議室② (定員 32 名 63 ㎡) 会議室③ (定員 25 名 56 ㎡) 会議室④ (定員 32 名 63 ㎡)

～ 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？

≪ 会 議 室 ② ・ ③ ・ ④ … 料 金 表 ≫

レイアウトが自由に変えら

れるので、打ち合わせやミー

ティングに、ピアノがあるの

でコーラスの

練習にも最適

です。

教室スタイルで使いやすい

お部屋です。

講習会や説明会、研修会場と

しておすすめです。

フローリングの床に鏡張り

の壁!! ダンスのレッスンに

ピッタリ!! ヨガ教室やお芝

居のおけいこにもいかがで

しょう？

●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２-１６-２５（都島区役所のとなり）

■電話 ０６-６３５２-６１００ ■ＦＡＸ ０６-６３５２-８４１１

■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。

お花見シーズン到来!! ～春のお散歩スポット～

都島区のお花見スポットといえば、『毛馬桜之宮

公園』が有名ですね。

大川の毛馬洗いぜきから下流の天満橋まで、延

長 4.2km の遊歩道には、桜並木が続きます。右岸

沿いには造幣局、泉布観などの明治初期を代表す

る建物が並び、『造幣局の通り抜け』は全国的にも

有名です。

天満橋から桜宮橋（銀橋）あたりを中心に、ソ

メイヨシノ、ヤマザクラ、サトザクラなど約 4,800

本が植えられており、夜遅くまでたくさんの花見

客でにぎわいます。

最盛期には大川の両岸がピンクのリボンをまと

ったような幻想的な風景に輝きます。

今年もきっと多くのお花見客でにぎわうことで

しょう。

◎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

②・③・④
1,300 1,560 1,800 2,160 1,800 2,160 2,400 2,880 2,800 3,360 3,900 4,680



熱血指導の『救命講習』!!
２月 27 日(金)、都島消防署員による『普通救命講

習』が行われました。

ビデオで基本的な応急手当の方法や手順を学んだ

後は、いよいよ実地訓練。

倒れている人を発見したら、あなたならどうしま

すか？

①倒れている人のそばに駆け寄り、声を掛けながら

相手の意識があるかどうかを確認します。

この時、状況によっては自分と相手の安

全を確保することを忘れないように!!

②周りに人がいるときは、相手を指定して

119番への通報と AEDの調達を頼みます。

しかし、周りに誰もいないときには、速

やかに 119番通報をして、係官の指示に

従います。

③倒れている人の胸部や腹部を 10秒間観察

し、呼吸をしているかどうかを

見ます。もしも、呼吸をしてい

ないようなら、すぐに胸骨圧迫

(心臓マッサージ)を開始しま

す。

あなたもぜひ、機会を見つけて講習を受けてみては？

●わたしの元気応援講座

プロが教える!! ヒザ痛を和らげる体操

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…。なぜヒザが痛むのか？

この講座では、現役の接骨院の先生をお迎えし

て、ヒザの痛みのメカニズムと、痛みをやわらげ

悪化を防ぐためのストレッチや体操を教えていた

だきます。

ヒザの痛みで悩んでいる人には、待望の講座です。

■日 時：平成 27 年 4 月 23 日(木)

13：30 ～ 15：00

■受講料：800 円

■定 員：20 名(先着順)

●手あみ講座
～スリーシーズン着られるプルオーバー～

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枚を手づくりしましょう。

■日 時：平成 27 年 4 月 22 日(水)

10：00 ～ 12：00

■材料費：4,750 円(毛糸代)

■定 員：15 名 (先着順)

大阪市内では、通報から平均６分以内で救急車が

到着するそうです。

たった６分、されど６分。この６分間に救命措置

をするかしないかで、生存率に大きな差がでること

がわかっています。

④胸骨圧迫は、倒れている人の身体の近くに

ヒザをつき、両ヒジを伸ばして重ねた両手

のひらを、相手の胸の中央に置いて強く圧

迫します。この時、指先を少し浮かせて、

手の根元で真上から胸を少なくとも５cm

以上沈めるつもりでテンポよく、少なくと

も１分間に 100回以上のペースで押しま

す。

⑤AEDが到着したら、電源を入れて音声ガ

イダンスに従って操作します。その後ま

た、胸骨圧迫…。

この繰り返しの動作を、倒れた人が動き出すまで、

または救急車が到着するまで、繰り返します。でき

れば、この間に人工呼吸をするのも有効です。

ココにもあるよ!! さくら通信!!

東野田町４丁目の総合スーパー『コ

ム・アミジマ』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手に取ってみてく

ださいね!!

～ ＳＡＯＲＩ ～～ コム・アミジマ ～

中野町５丁目のさをり織の『ＳＡＯＲ

Ｉ会館』にも、『さくら通信』を置いて頂

いています。

ギャラリーでは、作品の展示を無料で

見ることができます。ぜひ、お立ち寄り

ください。

コム・アミジマさん! ＳＡＯＲＩ会館さん！

設置協力 ありがとうございま～す!!

◎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

春の講座スタート!! 絶賛募集中!!

● 健康に若返る!!

美容☆ラテンリズミック

素敵なラテンのリズムに乗って、ダンスを楽し

みながら、骨盤矯正や体幹トレーニングができる

大人の女性のための講座です。若々しく進化する

あなたを実感してみませんか？

■日 時：平成 27 年 4 月 25 日(土)

～8 月 1日(土) 全８回

13：00 ～ 14：00

■受講料：4,800 円

■定 員：15 名(先着順)

◎５月スタート!!

＊ボイストレーニング

～声からはじめる健康づくり～
好評につき、金曜クラスがスタートします!!

声を前に出して、健康で元気な自分づくりをめざ

すための講座です。

＊子育て応援！

親子で楽しむベビママヨガ

赤ちゃんとママが一緒に心身の健康を保つこと

をめざす講座です。

＊眼のコリほぐしヨガ

眼球運動とヨガのポーズを組み合わせること

で、眼のみならず体の回復機能を講座です。

詳細は次号で…乞う、ご期待!!

受講料無料


