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区民センター施設案内 
  

～  低料金で使いやすい ! !  公共施設だから安心 ! !  ～  

 

●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。 

※12/12(月)の午前・午後の区分は、施設の保守管理業務で貸室はご利用いただけません。 

 

●こんなお部屋はどうですか？ 

会議室① (定員 16 名 33㎡) 

 

会議室⑤ (定員 20 名 44㎡) 

 

◎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 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。 

・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。 

 

 

 

◎二十四節気 ～神無月 (かんなづき )～  

 

 

寒露とは、晩夏から初秋にかけて野草に宿る冷

たい露のこと。 秋の長雨が終わり、本格的な秋

の始まりになります。この頃になると五穀の収穫

もたけなわで、農家では繁忙を極めます。露が冷

たい空気と接し、霜に変わる直前で、紅葉が濃く

なり、燕などの夏鳥と雁などの冬鳥が交代される

時期でもあります。 

この頃は、大気の状態が安定して空気が澄んだ

秋晴れの日が多くなります。夜には月も美しく輝

いて見えます。寒露の頃になったら、空を見上げ

てみてはいかがでしょう。これまでと違った、秋

の清々しさと趣を感じる空に出会えるはずです。 

秋が一段と深まり、朝霜が見られる頃。朝晩の

冷え込みが厳しくなり、日が短くなったことを実

感できます。初霜の知らせが聞かれるのも大体こ

の頃で、山は紅葉で彩られます。  

コートや暖房器具の準備など、この頃から冬支

度を始めます。 

読書や編み物をしたりして、秋の夜長を楽しむ

のもいいですね。 

８日頃－寒露（かんろ） 23日頃－霜降（そうこう） 

 

 

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』をはじめ、ひったくり防止カバーやナンバープ

レート盗難防止ネジの無料取付キャンペーンが開催されます。お誘いあわせのうえご来場ください!! 

◎全国地域安全運動 平成 28年 10月 11日(火)～10月 20日(木) 

都島区安全・安心まちづくり大会 

□日 時 １０月１３日（木） 

１４：００～ 

□場 所 都島区民センター 

※先着 100 名様に『くまもん』の 

ひったくり防止カバーを進呈!! 

※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 

 

■ ひったくり防止カバー無料取付キャンペーン 

○１０月１１日(火) 17：00～  京橋サイカ駐輪場 

○１０月１７日(月) 15：00～  桜小橋交差点 

○１０月１９日(水) 16：00～  スーパーマルヤス都島店 

※雨天等予告なく中止させていただくことがあります。 

各開催日なくなり次第終了となります。 

■府下一斉ナンバープレート盗難防止ネジ取付キャンペーン 

○１０月１５日(土) 10：00～  関西スーパー内代店駐車場 

  

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


 

神無月 
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。 

しかし、全ての神様が出雲に出かけてしまうので

はなく、留守番をする神様がいます。一般家庭で

は「大黒神」(だいこくしん)、商家では「恵比須神」

（えびすしん）。またその他には「金毘羅神」 

（こんぴらしん）、竈神」（かまどしん）、 

「道祖神」（どうそじん）などがいます。 

 

  
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 22日、23日の両日にわたって開催されます。 

夜店、お神楽、福引などの楽しい催しに加え、22日午後 4時より境内にて、湯立神事(ゆだてしん

じ)が行われます。 

また今年は、蕪村生誕 300年を祝して、23日午後から枕太鼓(まくらだいこ)、だんじり、稚児行

列(ちごぎょうれつ)が毛馬町内を巡ります。 
秋の週末、あなたもお祭り気分に 

浸ってみませんか？ 

１０月２２日(土)・２３日(日) 

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 

主催事業のご案内  

※ 

主
催
事
業
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!! 

設置協力 ありがとうございま～す!!  

 

・北区役所 

・旭区役所 

・旭図書館 

・旭区民センター 

・芸術創造館 

・城東区役所 

・城東図書館 

・城東区民センター 

・城東区老人福祉センター 

・都島区役所 

・都島図書館 

・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 

・都島屋内プール 

・クレオ大阪東 

 

・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 

・ドーンセンター 

●プロが教える!! 

自分で体を整える講座 
私たちの身体は、ちょっとしたクセや無意識の

行動、日常的な作業などによって、思いのほか筋

肉に負担がかかっています。その小さな積み重ね

が、コリや痛みを引き起こす要因になります。 

この講座は、現役の技能訓練指導員から、自宅

でできる筋肉のケアを全３回で学びます。 

細かく手順を書いたテキストを 

見ながら、一つずつ実践して 

いきます。 
  

 

●子育て応援！ 

親子で楽しむベビママヨガ 

赤ちゃんと一緒に心地よさを感じませんか？ 

■日 程：10/6,10/27,11/3,11/17 

各木曜日 全４回 

■時 間：10：30～11：30  

■受講料：4,800 円(親子で) 

■定 員：親子 10組(事前申込・先着順) 

■対 象：0歳 3か月～11か月のベビーとママ 

 

●現役ライターに学ぶ!! 文章講座 

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？現役のライターがプロのテク

ニックを伝授します。 

■日 程：10/8 土曜日  

■時 間：14：00～16：00 

■受講料：1,000 円 

■定 員：20 名  

(事前申込・先着順) 
 

●江戸時代にタイムスリップ 

～浮世絵「東海道五十三次」の魅力～ 

歌川広重の最高傑作とされる「東海道五十三

次」を画像で鑑賞し、旅、自然、人々の姿など、

その魅力に迫ります。 

■日 程：10/30 日曜日 全１回 

■時 間：10：30～12：00 

■受講料：無料 

■定 員：30 名  

(事前申込・先着順) 

 

 

   

 一日講座 

 

 

 

○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。 

 

●簡単!!  

おしゃれな三角ストール 
かぎ針で小さな三角形のストールを編みます。

かぎ針で鎖が編める方なら大丈夫!! ていねいに

教えてもらえるので、心配いりません。 

■日 程：11/8 火曜日 全１回 

■時 間：10：00～12：00 

■受講料：1,100 円(材料費込) 

■定 員：15 名  

(事前申込・先着順) 

 
  

 

11月開講予定!! 


