
  

  

毎回、たくさんの来場者でにぎわう「手づくりまつり」を今年も都島区民センターで 

開催します。 

あみもの、押し花、パッチワーク、書と絵てがみ、フラワーアレンジメント、似顔絵、…。

日頃、区民センターで活動しているみなさんの作品展示や、手作り体験が盛りだくさんの 

おまつりです。きっと、習ってみたいことや新しい仲間に出会えるはず…。 

みなさんお誘いあわせのうえ、気軽にお立ち寄りください!! (詳細は中面に掲載) 
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区民センター施設案内 
  

 

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、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？ 

 

◎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 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。 

立春が一年の始めとされ、決まり事や季節の

節目はこの日が起点になっています。八十八

夜、二百十日、二百二十日も立春から数えます。 

冬至と春分の真ん中で、まだまだ寒いのです

が、暦の上では旧冬と新春の境い目にあたり、

この日から春になります。梅の花が咲き始め、

徐々に暖かくなり、春の始まりとなります。 

立春の早朝、禅寺では、入口に「立春大吉」

と書いた紙札を貼る習慣があります。厄除けと

して、家の鬼門にこの紙札を貼るご家庭もあり

ます。 

「寒中見舞い」は立春の前日まで。以降は「余

寒見舞い」（2月下旬頃まで）になります。 

空から降るものが雪から雨に変わり、氷が溶け

て水になる、という意味です。 

草木が芽生える頃で、昔から、農耕の準備を始

める目安とされてきました。春一番が吹くのもこ

の頃です。 

しかし、本格的な春の訪れにはまだ遠く、大雪

が降ったりもします。三寒四温を繰り返しなが

ら、春に向かっていきます。 

地方によっても違うようですが、この日に雛人

形を飾ると良縁に恵まれるといわれています。 

◎二十四節気 ～如月 (きさらぎ )～  

 ４日頃－立春（りっしゅん） 19日頃－雨水（うすい） 

 

手づくりまつり  

２月２１日 (日) 12：00～16：00 
会場：大阪市立 都島区民センター 

都島区民 
センター  

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


 

日頃、区民センターで活動しているみなさんの作品が、所せましと並びます。 

ワークショップも盛りだくさんです。 

ご家族と…、お友達と…、みなさんお誘いあわせのうえ、 

「手づくりまつり」にお越しください。 

 

 

２月・３月の講座案内 

※講座に関するお問い合わせは、都島区民センターまで!! 

● 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：3月 12 日(土) 

14：00 ～ 16：00 

■受講料：1,000 円 

■定 員：20名 

 (事前申込・先着順) 
 

 

 

 

・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 

 

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 

 

設置協力 ありがとうございま～す!! 

 

『手づくりまつり』  
２月２１日(日)１２：００～１６：００ 

 

●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 13：30～ 15：00 

※一日講座 (両日とも内容は同じ) 

■受講料：1,000 円 

■定 員：各 20名 
 (事前申込・先着順) 

  

 

◎お問合せは…都島区民センターまで…電話 06-6352-6100 

ワークショップのご案内 

 花びん作り 

500 円 

 

パソコンくらぶ 

プリクラ撮影 

１枚 100 円 

 

 

手編み 

毛糸で作る 

100 円 

 

 

800 円 

 

 

似顔絵同好会 

似顔絵作成 

無 料 

 

同好会 

パッチワーク  

de かしわ餅 

500 円 

 

 

すみれ・あさがお 

・つた会 

ひな色紙作り… 円 

紙コマ作り…無料 

 

押し花アート同好会 

 「くちなし」 
押し花＆デコパージュ 

小物作り 

500～2,500円 

 

あみもの水曜会 

アクリル毛糸 

de タワシ作り 

無 料 


