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会議室⑤ (定員 20 名 44 ㎡) 

 

～  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 
  

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 

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。 
 

 

●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 ≫ 

※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。 

10月 5日からマイナンバー法が施行され、この制度を悪用した不審電話がかかってきています。 

◎被害に遭わないために!! 

○知らない電話番号の電話には出ない。 

○消費者センターを名乗る電話があれば、その

場で対応せず「かけなおす」と言って、一旦

電話を切る。（最寄りの警察署に連絡して確認

する） 

○一人で判断せず、家族や警察に相談する。 

連絡先：大阪府都島警察署 生活安全課 防犯係 

電 話：０６－６９２５－１２３４ 内線 ２６３ 

◎こんな手口に気をつけて!! 

犯人は「消費者センター職員」を名乗り… 

●お金を支給するので、振込番号を教えてほし

い。マイナンバー制度が本格的に始まると手

続きが難しくなります。 

●犯人から「あなたの個人情報が漏れている」、

「漏れた個人情報を消す(削除)ための手続き

には、○○万円必要になります。」 

等と、不安をあおる電話をかけてお金をだまし

とろうとします。 

『マイナンバー制度』を悪用した 

不審電話にご用心!! 

 

 

 

｢年用意｣と言いました。｢年用意｣には、松迎え、

年棚、注連飾り(しめかざり) 、お節、床飾り、

餅つき、年越しなどがありました。 松迎えとは、

門松にする松やおせちを調理するための薪など

を採りに行くことです。年棚とは、歳徳棚や恵方

棚ともいい、正月に歳徳神をまつる棚のことで、

その年の恵方に向けてつるし、注連(しめ)飾りを

し、鏡餅(かがみもち)などを供えます。 

新しい年の歳神様は、三十一日の早朝にその家

に来られ、旧年の歳神様から引き継ぎを受けられ

て元旦を迎えられますので、遅くとも三十日には

注連飾りなどは終えておかなければいけないの

だそうです。 

新年を迎えるための、祝いの準備を総称して、

｢年越し｣と言いますが、日本ほど、この準備に

力をいれていた国もないと言われています。 

まず、十二月十三日を｢事始め」と言い、「煤

払い」といわれる大掃除をします。正月に歳神

様を迎えるために、1年の汚れを払い清めること

が「煤払い」です。汚れた場所で正月の準備を

するわけにはいかないと考えたのでしょう。 

１年間の汚れを払い家中をきれいにすると、歳

神様がたくさんのご利益を持って降りてくると

いわれているので、煤払いも盛大で賑やかな年

末の行事のひとつだったようです。 

｢事始め｣に始まる正月の準備を総称して、 

◎みやこの歳時記 ～師走 (しわす )～  

 ～ 正月事始め ～ 

 
警察に 

相談してね!! 

 
 

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


 

 ◎都島区民センター 

年末年始休館のお知らせ 

今年も多くのみなさまにご利用いただき、 

誠にありがとうございました。 

年末年始は、下記の通り休館させていただき

ます。 

来たる年がみなさま方にとって、良い年であ

りますようにとお祈りするとともに、来年も当

館をご愛顧いただきますよう、よろしくお願い

いたします。 

都島区民センター館長 

高橋 俊也 

 

◎年末年始休館日 

１２月２９日(火)～１月３日(日) 休館 

※１月４日(月) から開館します。 

◇ 都島区民センター 

電話 ０６－６３５２－６１００ 

 

 

 

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・子育てセンター 

・都島北部地域包括支援センター 

・都島プール 

・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 

・梅田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!!  

 

 

～北朝鮮人権侵害問題啓発週間～ 
１２月１０日 ～ １２月１６日 

※お問合せ先…都島警察署 電話 ０６－６９２５－１２３４ 

平成 18年 6月、「拉致問題その他北朝鮮当局

による人権侵害問題への対処に関する法律」が

施行され、国民の間に広く拉致問題その他北朝鮮

当局による人権侵害問題についての関心と認識

を深めるため、「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」

が定められました。 

平成 14年 9月の日朝首脳会談において、北朝

鮮は日本人拉致を認め謝罪しましたが、帰国が実

現したのは 5名のみで、被害者全員の帰国は実現

していません。現在もご家族は肉親との再会を待

ち続けながら、つらい日々を過ごされています。 

警察は、拉致容疑事案及び拉致の可能性を 

排除できない事案の全容解明に向けて、関係機関

と連携を図り、関連情報の収集、捜査・調査に取

り組んでいます。 

全ての拉致被害者を取り戻すために、私たち一

人ひとりが北朝鮮に対して「拉致は決して許さな

い！」という強い決意を表明し続けることが重要

です。「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」をきっか

けに、拉致問題について改めて考え、身近なこと

から取り組んでみましょう。 

 
 

 

都島消防署 歳末警戒実施中  １2月1日～１2月31日 

 

わが家の安全、地域の安全は、地域ぐるみでの放火されない環境づくりが大切です。 

そのためにも、家のまわりや地域の環境をチェックするなど日頃からの注意が必要です。 

『 放火されない環境づくり 』 

 

○鍵のかかっていない物置やガレージ 

○開けっ放しの門や玄関 

○収集日以外に出されたゴミ 

○薄暗く死角となる場所 

○たまっている新聞や郵便物 

○階段の下や建物周辺に置いてある 

新聞や段ボール 

○放置された自転車やバイク 

○路上駐車した車、特に荷台の荷物や 

カバー 

●放火犯がねらっている! 

こんな場所が危険です! 

お問い合わせ…都島消防署  広報担当  電話 06-6923-0032 
 

◎わが家の放火防止環境チェックシート 

1 家のまわりに可燃物を置いていない はい・いいえ 

2 ルールを守ってゴミを出している はい・いいえ 

3 家のまわりは、明るくしている はい・いいえ 

4 物置・車庫には鍵をかけている はい・いいえ 

5 就寝前、外出時は戸締りを確認している はい・いいえ 

6 郵便受けに新聞・チラシはたまってない はい・いいえ 

7 自転車・単車は出しっぱなしじゃない はい・いいえ 

8 バイク等のカバーは防炎品を使っている はい・いいえ 

9 家族で防火の話し合いをしている はい・いいえ 

10 隣近所で声をかけあって注意している はい・いいえ 

 

 

淀川神社  

年越し・初詣のご案内  

淀川神社では、元日に初詣に来られた方々に

縁起物として『開運 鹿汁』と『開運 焼き芋』

を下記の時間にお配りいたします。 

来たる丙申の年が良い年となりますように、

ぜひ、ご家族みなさまでご参詣ください。 

◎開運鹿汁・開運焼き芋の配布時間 

・平成２８年１月１日 

○１回目…午前０時～ 

○２回目…午前１１時頃～ 

※共に、先着 100名さま限り 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


