
  

 

陰暦の十月を神無月（かんなづき）と言います。

これは十月には日本中の神様が、出雲の国（現在

の島根県）に集まって会議を開かれるので、他の

国では神様が留守になってしまうことからそう呼ば

れるといわれています。反対に神様の集まる出雲

の国では、十月は神在月（かみありづき）と呼ばれ

ています。 

『日本書紀』によると、大国主大神が天照大御神

に「国譲り」をした時、「私の治めているこの現世の

政事（まつりごと）は、皇孫(天皇家)がお治めくださ

い。これからは、私は隠退して幽（かく）れたる神事

を治めましょう」と言われたとあります 

この「幽れたる神事」とは、目には見えない縁（え 

ん）を結ぶことであり、それを治めるということは 
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～  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、サーク 

ルの集まり 

などに最適 

です。 
 

教室スタイルで使いやすい

お部屋です。 

講習や説明会、研修等にも 

ご利用ください。 

 

フローリングの床にガラス

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？ 

 

◎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 

 

●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。 

※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。 

その「幽れたる神事」について全国から神々を迎え

て、会議をするのだという信仰が生まれたと考えら

れます。 

だれしも思いがけない不思議な巡りあわせで、

恋愛や仕事の悩みが解決したり、もしかしたら遭遇

したかもしれない災難に遭わずに済んだ、などの

経験を持っていますよね。私たちの毎日はそういう

「目には見えない縁」の積み重ねとも言えます。 

遠く離れた見知らぬ同士が知り合い、結婚する

ようなケースはこの会議の結果によるものかもしれ

ませんね。 

 

◎みやこの歳時記 ～神無月 (かんなづき )～  

 

  

～ 神無月と神在月 ～ 

犯罪を防ぎ、地域社会の安全・安心を守るために、全国各地で住民が自主的にさまざまな 

地域安全活動に取り組んでいます。警察庁では、毎年 10月 11日～20日までの 10日間を 

「全国地域安全運動」と定めて、各地の防犯協会や防犯ボランティア団体とともに、地域安全活動の

強化や、相互間の連携の一層の緊密化を図っています。 

都島防犯協会、都島警察署では、この運動を盛り上げ、区民のみなさんの地域安全意識の啓発を図

ることを目的とした『都島区安全・安心まちづくり大会』が開催されます。当日は、大阪府警察本部

生活安全指導班による楽しい防犯教室や警察犬のパフォーマンスもあります。都島区社会福祉協議会

キャラクター「みやこりん」も来場します。みなさま、お誘いあわせのうえご来場ください!! 

(雨天の際は、警察犬のイベントは中止となります。) 

来場された方には、 

記念品として 

『 ひったくり 

防止カバー 』を 

進呈します!! 

◎全国地域安全運動 平成 27年 10月 11日(日)～10月 20日(火) 

都島区安全・安心まちづくり大会 

□ 日 時 10 月 12 日(月) 10：00～12：00 

□ 場 所 東都島小学校 (体育館、運動場) 

※お問合せ先…都島警察署 生活安全課 防犯係   電話 ０６－６９２５－１２３４ 内線 ２６３ 

 

 

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


 

  

 
● 一日体験講座     

可愛いペットのマフラー 

大切な家族の一員!! ワンちゃん・猫ちゃん

が寒い冬を快適に過ごすために、あったかくて

可愛いマフラ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。 

お宅のワンちゃん・猫ちゃんにピッタリの１

枚をプレゼントしてあげましょう。 

■日 程：10月 28 日(水)  

10：00～12：00 

■材料費：450 円 

■定 員：15名 

(事前申込・先着順) 

 

● 現役ライターに学ぶ!! 

文章講座  
自分史を書きたい！ 

エッセイを書いてみたい！ 

小説が書けたら… 

そんなあなたの夢を叶えるために、プロの技

を学んでみませんか？テーマの絞り方、文章の

作り方、起承転結とは…等々、現役のライター

がプロのテクニックをすべて伝授します。 

■日 程： 11月 21 日(土) 

14：00 ～ 16：00 

■受講料：1,000 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 

今、話題のジェルネイル… 

あなたも試してみませんか？ 

はじめての方を対象にしたジェルネイルを楽

しむための一日講座です。 

あなただけのネイルアートが、指先を輝かせ

るかも…。 

■ 日 程：10 月 23日(金) 10：20～ 12：20 

■ 受講料：1,900 円 (材料費を含む) 

■ 定 員：10名 
 (事前申込・先着順) 

 

１０月・１１月の講座案内 

 

 

● 健康に若返る! 

美容★ラテンリズミック 

立ち居振る舞いが若々しくなります!! 

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

大人の女性向けの講座です 

■ 日 程：10 月 3日～12 月 19 日 

各 土曜日 全８回 

13:00 ～ 14：00 

■ 受講料：4,800 円 

■ 定 員：15名 
 (事前申込・先着順) 

 

※講座に関するお問い合わせは、都島区民センターまで!! 

 

   

 

ココにもあるよ!!  さくら通信!! 

・都島区役所 

・旭区役所 

・城東区役所 

・北区役所 

・都島図書館 

・旭図書館 

・旭区民センター 

・城東区民ホール 

・クレオ大阪東 

・ドーンセンター 

・都島区老人福祉センター 

・都島区保健福祉センター分館 

・都島区社会福祉協議会 

・都島スポーツセンター 

・都島区子ども・子育てプラザ 

・都島北部地域包括支援センター 

・都島屋内プール 

・都島工芸美術館 

・市民交流センター あさひ西 

・芸術創造館 

 

・京嵯峨野屋 

・コム・アミジマ 

・ＳＡＯＲＩ会館 

・淀川神社 

・大阪都島自動車学校 

・内代まつのはな保育園 

・総合生涯学習センター 

・梅田サービスカウンター 

設置協力 ありがとうございま～す!! 

 

 

 

 
淀川神社秋季大祭  

毛馬町、友渕町、大東町総氏神であり、彼の俳人『与謝蕪村』の氏神でもある、淀川神社の

『秋季大祭』が 10月 21日、22日の両日にわたって開催されます。 

夜店、お神楽、福引など楽しい催しに加え、22日午後 3時より湯立神事が行われます。 

１０月２１日(水)・２２日(木) 

毛馬町・友渕町・大東町総氏神 淀川神社  

○鎮座地 都島区毛馬町 1-2-11 

電話 ０６－６９２１－５９８０ 

○御祭神 天照皇大御神・住吉大神・生野大神・ 

八幡大神・稲荷大神・賀茂大神・松尾大神・ 

大原野大神・子守大神・春日大神・布留大神・

広田大神・三十川大神・熊野大神・白山大神 

○与謝蕪村生誕の地～都島区・毛馬町 

「なの花や月は東に日は西に」などの俳句で知ら

れる与謝蕪村は、江戸時代中期の 1716 年(享保元

年)、大阪市都島区毛馬町(当時の摂津国東成郡毛

馬村)に生まれました。 

毛馬閘門近くの淀川堤防上に、蕪村の句碑と生誕

地の碑があります。句碑には有名な「春風馬堤曲」

の中の『春風や 堤長うして 家遠し』の句が、

蕪村の自筆を拡大して刻まれています。 

 

 

 

受講料無料 

 

 


