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編集・発行：都島区民センター        

指定管理者：都島区さくらネットワーク 

(代表者：大阪市男女いきいき財団) ～  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。 

◎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 (定員 16 名 33 ㎡) 

 

・会議室 １ 

大きなテーブルを囲んで、ゆったりとし

た椅子が並ぶ円卓型。ミーティングや打

ち合わせにぴったりのお部屋です。 
 

会議室⑤ (定員 20 名 44 ㎡) 

 

・会議室 ５ 

フローリングのお部屋で、机、イスを並

べることもできます。お芝居の練習や勉

強会などに最適のお部屋です。 
 

 

端午(たんご)の節句は、奈良時代から続く古

い行事で、厄よけの菖蒲(しょうぶ)をかざり、

皇族や臣下の人たちには蓬(よもぎ)などの薬

草を配り、また病気や災いをもたらすとされる

悪鬼を退治する意味で、馬から弓を射る儀式も

おこなわれたようです。端午の節句の食べ物と

しては、柏餅やちまきを思い浮かべますが、こ

れらは日本で最も古いお菓子の形をのこした

ものといわれています。 

柏餅の柏は昔から神聖な木とされ、柏の木に

神が宿っていることから「拍手を打つ」という

言葉がうまれました。また、新芽が出ないと古

い葉が落ちないため「子どもが生まれるまでは

親は死なない」、すなわち「家系が途絶えない」 

 

という子孫繁栄の意味が込められています。 

また、端午の節句のちまきにはこんな伝説が

あります。 

中国は戦国時代、紀元前 278年のことです。

楚（そ）の国の高名な詩人、屈原（くつげん）

は国王の側近としてつかえ、人々からも慕われ

ていました。しかし陰謀のため国を追われるこ

とになった屈原は、ついに汨羅（べきら）とい

う川に身を投げてしまったのです。その日が 5

月 5日。屈原の死を悲しんだ人々は、たくさん

のちまきを川に投げ入れて弔いました。 

この物語が、端午の節句にちまきを作って食べ

るという風習の起源だと言われています。 

◎みやこの歳時記 ～皐月 (さつき )～  

～ こどもの日 ～ 
 

『２０１５水都大阪アクアスロン大阪城大会』 

Ｓｗｉｍ ＆ Ｒｕｎ ５.１０(日) ＡＭ8：15 ＳＴＡＲＴ !! 
桜ノ宮ビーチ・大川    大阪城 

来る 5月 10日(日)、大川～大阪城公園で『2015

水都大阪 AQUATHLON大阪城大会』が開催されます。 

『毛馬桜之宮公園 桜ノ宮ビーチ』(大阪ふれあ

いの水辺)をスタートし、まず 1,100m泳ぎ、大阪

城公園までの 330mのウォークをはさんだ後、大

阪城公園内を 10,000m走ります。スイムとランを

連続して行う競技で、今回は、スイムスタートか

ら 2時間 10分という制限時間内にゴールしなけ

ればならないそうです。300名の選手たちによる

熱戦が期待されます。 

全選手のスタート風景を桜ノ宮ビーチで観たり、

大川沿いの毛馬桜之宮公園から泳ぐ選手たちを応

援したり、大阪城をバックに駆け抜ける選手の姿に

声援を送ったり…あなたもぜひ観戦してみてはい

かがでしょう。 

 

 

 

※都島区民センターでは、平成 27年 10月から平成 28年 3月ごろまで、耐震工事を行います。工事期間中、

「ホール」につきましてはご利用いただけません。また、各会議室につきましても工事に伴う、騒音、振動

の発生が予想されます。ご利用目的によっては不都合を生じる場合もあると存じますので、ご予約の際はご

留意ください。長期にわたりご迷惑・ご不便をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。 

 

http://danjo.osaka.jp/miyakojima/


 

 
 

 

 

春の地域安全運動  ５月２１日～５月３０日 

●特殊詐欺被害防止 

◎被害にあわないために… 

・知らない電話番号からの電話に出ない。在宅中でも留守番電話にしておくと有効です。 

・知らない人に現金やキャッシュカードを渡さない。警察官や銀行協会職員がカードの暗証 

番号を聞いたり、預かるために訪問することはありません。 

・「レターパックや宅配便で現金送れ」は、詐欺です。絶対に送らないでください。 

・ＡＴＭで医療費や税金の返金手続きはできません。「ＡＴＭに行って！」は詐欺です。 

・一人で判断せず、家族や友人、警察に相談してください。 

～みんなで力をあわせて 安全・安心まちづくり～ 

● 子育て応援!! 

親子で楽しむ ベビママヨガ 

子育て期におこりがちな不調やストレスを

軽減し、心身ともに健やかな状態を保つための

ママも赤ちゃんも一緒に気持ちのいいヨガで

す。ふれあうことでお互いの意識も変わり、赤

ちゃんの脳の発達を促します。 

ママどうし、赤ちゃんどうしのコミュニケー

ションの時間もあります。 

■日 時：平成 27年 5月 18 日、6 月 1日 

 6 月 8 日、各月曜日 全３回 

10：30 ～ 11：30 

■受講料：3,600 円 

■定 員：10組(事前申込・先着順) 

５月の講座案内 

● 眼のコリほぐしヨガ 

パソコンやスマートフォン、テレビの画面

を、見つづけるなど、日常的に目にとって過酷

な環境が増え、加えてストレスや加齢による目

の疲れに悩む人も多くいます。 

あなたの目は、疲れていませんか？ 

この講座では東洋医学の目の筋肉を鍛える

眼球運動と、目に栄養と血液を送り込むヨガの

ポーズを組み合わせて、目の筋肉の柔軟性を促

して、目の疲れをほぐします。 

■日 時：平成 27年 5月 14 日(木) 

～7 月 23 日 全６回 

15：15 ～ 16：15 

■受講料：4,800 円 

■定 員：15組(事前申込・先着順)  

 

 

～ ６月の講座予告 ～ 

● 楽しく歌おう声楽講座 
“声”を使って音楽を楽しむ講座です。 

お腹の底から声を出し、みんなで楽しく歌い

ます。ストレス解消にもなりますよ。 

■日 時：平成 27年 6月 4 日、6 月 11日、 

6 月 18 日、各木曜日 全３回 

13：30 ～ 14：30 

■受講料：2,400 円 

■定 員：20名 

(事前申込・先着順)  

● 自宅で簡単 

セルフジェルネイル講座 
初心者の方を対象に、自分でできる簡単ジェ

ルネイルを学ぶ講座です。 

自分に自信を持つとともに、リフレッシュ効

果が期待できる自分応援講座です。 

■日 時：平成 27年 6月 16 日(火) 

14：00 ～ 15：30 

■受講料：1,900 円(材料費込) 

■定 員：10名 

(事前申込・先着順) 

  

春の全国交通安全運動 
５月１１日(月) ～ ２０日(水) 

今年も５月１１日(月)から、『春の全国交通安全運動』が始まります。近年、特に子どもや高齢者の事

故が増えています。中でも身近な乗り物である自転車に関わる事故が増加傾向にあるようです。 

この機会に、正しい自転車の乗り方について家族で話し合ってみるのも良いのではないでしょうか。 

【自転車安全利用五則】 

１．自転車は、車道が原則、歩道は例外 

２．車道は左側を通行 

３．歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行 

４．安全ルールを守る 

●飲酒運転、二人乗り、並進の禁止 

●夜間はライトを点灯 

●交差点での信号遵守と一時停止・安全確認 

５．子どもはヘルメットを着用 

自転車は、原則として 車道の左側 を走らなけ

ればいけません。(自転車道が整備されているとこ

ろでは、自転車道を走りましょう。) 

やむなく歩道を走るときには歩行者が優先なの

で、車道寄りの部分をゆっくり走りましょう。 

二人乗りや二台以上で並んで走ってはいけませ

ん。飲酒運転などもってのほかです。 

信号を守り、『とまれ』の標識のある場所では、

必ず止まって安全確認をしましょう。夜間、ライ

トの点灯は、自分の存在を車や歩行者に認識して

もらうことにもなるので、必ず点けましょう。 

たかが自転車…と考えがちですが、ひとつ間違

えば重大事故にもなりかねません。 

被害者にも加害者にもならないために…。 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

※講座に関するお問い合わせは、都島区民センターまで!! 

家族の絆で被害ゼロ!! 

 


