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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 28年 3月ごろまで、耐震改修工事を行っています。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、振動が発生しま

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。 

『 セリ、ナズナ、ゴギョウ、ハコベラ、 

ホトケノザ、スズナ、スズシロ、これぞ七草 』 

七草粥は、本来は 1月 7日の「人日の節句」の

行事です。人日とは"人の日"という意味で、唐の

時代には、「七種菜羹（ななしゅさいのかん）」と

いう 7種類の若菜を入れた汁物を食べて、無病息

災を願っていました。また、官吏昇進を 1月 7日

に決めたことから、その日の朝に七種菜羹を食

べ、立身出世を願ったといいます。 

この風習が日本へ伝来し、年のはじめに若菜を

摘んで頂戴し、自然界から新しい生命力をいただ

く「若草摘み」という日本古来の風習と結びつい 

 て「七草粥」となり、平安時代の宮中行事と 

して七草粥を食べるようになりました。 

さらに、江戸時代に「人日の節句」（七草の節

句）として五節句のひとつに定められたことか

ら、定着していきました。 

また、7日といえば松の内（一般的には 1月 1

日～1月 7日）の最後の日にあたります。七草粥

が定着した背景には、お正月のご馳走に疲れた胃

腸をいたわり、青菜の不足しがちな冬場の栄養補

給をする効用もあり、この日に七草粥を食べるこ

とで、新年の無病息災を願うようになりました。 

 

◎みやこの歳時記 ～睦月 (むつき )～  

 ～ 七 草 粥 ～ 

  

 

 

新春を寿ぎ 
謹んでお慶び申し上げます 

 

旧年中は都島区民センターをご利用いただき、 

誠にありがとうございました。 

耐震改修工事が終了するまでは、何かとご不便ご迷惑をおかけしま

すが、安全で快適な施設をめざし、スタッフ一同サービスの向上に努

めてまいります。 

本年も引続きご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。 

平成 28 年元旦 

都島区民センター館長 

髙橋 俊也 

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


 

 

●火曜ボイトレ 
～声からはじめる健康づくり～ 

声を前に出して、健康で元気な自分づくりを 

めざしませんか？ 

表情筋や身体を動かすので、表情を豊かにし 

素敵な笑顔作りにも役立ちますよ。身体をほぐし

て、腹式呼吸の練習をしてから、少しずつ声を出

します。動きやすい服装でご参加ください。 

■日 程：平成 28年 2月 2 日～3 月 15日 

各火曜日 全５回 10：00～11：30  

■受講料：6,000 円 

■定 員：20名 

 (事前申込・先着順) 

 

２月２１日（日） 

「手づくりまつり」開催決定!! 

昨年、多くのみなさまに楽しんでいただいた

「手づくりまつり」を今年も開催することが、

決まりました。 

あみもの、押し花、パッチワーク、似顔絵、

絵てがみ、フラワーアレンジメント…。 

手づくりの楽しさを存分に味わえるひとと

き、あなたもぜひ、体験してみませんか？ 

くわしくは次号でお知らせします。 

手づくりまつり実行委員会 

 新 春講座案 内  

 

 

 

 

 

 

 

 

生誕 300年記念 

与謝蕪村銅像、淀川神社に建立!! 

享保元年(1716年)、摂津の国毛馬村(現 都島区

毛馬町)の庄屋、北国屋吉兵衛を父に、丹後与謝

からの奉公人げんを母として生まれたのが、蕪村

(幼名-寅一)でした。北国屋一家は「淀川神社」

の氏子でしたから、蕪村も両親と共に参拝してい

たことでしょう。 

ＮＰＯ法人近畿フォーラム 21主宰で、大阪の

俳人与謝蕪村を顕彰し、後世にその名を伝承する

ために蕪村生誕 300年の記念年の初めに、縁
ゆかり

あ

る「淀川神社」境内に『蕪村銅像』を建立する運

びとなりました。 

「除幕式」には、みなさまお誘いあわせのうえ、

ご参列ください。 

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 

 

『 蕪村銅像建立除幕式 』 

日時：平成 28年 1月 23日（土） 

午後１時～３時 

場所：淀川神社 境内 

※詳しくは、下記までお問合せください。 

 

『 春風
はるかぜ

や 堤
つつみ

長
なご

うして 家
いえ

遠
とお

し 』 

 

 

  

 
  

 

 

◎都島区民センターからのお知らせ 

平素は、都島区民センターをご利用いただき、

誠にありがとうございます。 

都島区民センターでは、引き続き本年 3月頃

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

騒音や振動の発生が予想されますので、ご利用

目的によっては不都合を生じる場合がありま

す。ご予約の際には、この点をご留意いただき

ますようお願いいたします。 

みなさまには、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。 

尚、不明な点などありましたら、下記までお

問い合わせください。 

◇ 都島区民センター 

電話 ０６－６３５２－６１００ 
 

  

●金曜ボイトレ 
～声からはじめる健康づくり～ 

声を前に出して、健康で元気な自分づくりを 

めざしませんか？ 

表情筋や身体を動かすので、表情を豊かにし 

素敵な笑顔作りにも役立ちますよ。身体をほぐし

て、腹式呼吸の練習をしてから、少しずつ声を出

します。動きやすい服装でご参加ください。 

■日 程：平成 28年 1月 15 日～3 月 11日 

各金曜日 全５回 10：00～11：30  

■受講料：6,000 円 

■定 員：20名 

 (事前申込・先着順) 

●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：平成 28年 1月 16 日～3 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) 

   

●プロが教える  

コリと痛みをやわらげる体操 

肩がこる!!腰が痛む!!ヒザの曲げ伸ばしが…。 

この講座では現役の接骨院の先生から、お家

でできる簡単な体操を学ぶ一日講座です。 

アクティブな明日のために、チャレンジして

みませんか？ 

■日 程：平成 28年 2月 25 日・3 月 10日 

 各木曜日 一日講座 (両日とも内容は同じ) 

13：30～ 15：00 

■受講料：1,000 円 

■定 員：20名 
 (事前申込・先着順) 

  

一日講座 


