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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 ! !  ～  

 ピアノ発表会、講演会、コンサート、ダンスレッスン、お芝居や

楽器の練習、お花や書道のおけいこ、会議、ミーティング…etc 

あなたの用途に合ったお部屋が、きっとあるはず!! 

予約は６ヵ月前から受付中!!  まずは、チェックを!! 

■ ホール＆会議室 

 

★安心価格 !! ＜例＞会議室①…平日・午前(9:30～12:30)＝1,000 円～ 

●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。 

いつも都島区民センターをご利用いただきありがとうございます。 

おかげさまで、私ども「さくらネットワーク」が管理をはじめてもうすぐ

2年となります。 

今年はセンターからの情報発信にも力を入れるべく、今月より「さくら

通信」を発行することとなりました。地域にある身近な施設として、気軽

にお立ち寄りいただけますよう、センター主催事業も充実してまいります。

「さくら通信」で随時お知らせしていきますのでお楽しみに。 

大阪市立都島区民センター館長 髙橋俊也 

立春の前日を『節分』といいます。旧暦では、

立春が１年の初めと考えられることから、立春

を新年と考えれば、節分は大晦日に相当する訳

で、節分には前年の邪気を祓う追儺（ついな）

の行事が行われます。その代表が「豆まき」で、 

もともとは中国から伝えられた習俗ですが、我

が国でも広く行われるようになりました。 

≪恵方巻き(えほうまき)≫ 

節分の日に、その年の恵方を向いて太巻きを

食べるという風習は、大阪の海苔問屋協同組合

が節分のイベントとして行ったのが次第に広

まったものだとか…。福を巻き込む→巻き寿

司。福を切らない→包丁を入れない。一種の 

 

縁起かつぎですが、結構楽しいものです。食べ

終わるまでは、無言で…。 

≪門守り(かどまもり)≫ 

主に西日本では、節分に塩いわしを焼き、家

中、匂いと煙りを一杯にして鬼を追い払い、柊

の針で鬼の眼を刺すといって、その頭を柊（ひ

いらぎ）に刺して軒先きに飾る習慣がありまし

た。 

柊を備えることは、歴史的には豆まきの風習

よりもずっと古く千年をこえます。柊は年月を

重ねると棘(とげ)が無くなり、葉が丸くなるこ

とから、「老いては角がとれて丸くなる吉祥木」

とされています。 

 

◎みやこの歳時記 ～如月 (きさらぎ )～  

 ～ 節 分 ～  

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


 

●いつまでも若々しく 
 運動で“脳トレ” 

体がかたい、運動が苦手、また体調に自信が無

くても…どんな方でも大丈夫です。 

筋肉をゆるめたり、緊張させたりを繰り返しな

がら脳を刺激します。自律神経やホルモン、感情

のバランスも整い、アンチエイジング効果も期待

できます。 

■平成 27 年 2月 16 日(月)、3 月 16日(月) 

14：00～15：00 

■受講料…一回につき 800 円 

■定員…15名(先着申込順) 

●眼のコリほぐしヨガ 

パソコンやスマートフォン、テレビの画面を、

見つづけるなど、日常的に目にとって過酷な環境

が増え、加えてストレスや加齢による目の疲れに

悩む人も多くいます。 

あなたの目は、疲れていませんか？ 

この講座では東洋医学の目の筋肉を鍛える眼

球運動と、目に栄養と血液を送り込むヨガのポー

ズを組み合わせて、目の筋肉の柔軟性を促して、

目の疲れをほぐします。 

■平成 27 年 2月 19 日(木) 15：00～16：00 

■受講料…800 円 

■定員…15名(先着申込順) 

冬の新講座 受講者募集中!! 
 

区民センターをはじめ、区内で活動を

されている団体・サークルの手づくり体

験や活動紹介、作品展示のお祭りです。 

あみもの、押し花アート、似顔絵、書

と絵てがみ、フラワーアレンジメント、

バルーンアートなど、習ってみたいこと

や新しい仲間と出会えます。気軽に遊び

に来てください。 

■日時：平成 27 年 2月 8 日(日)12：00～16：00 

■会場：都島区民センター ホール 

＊入場無料・申込不要 

但し、手づくり体験は材料費などの実費が必要

です。 

■問い合わせ：都島区民センター内 

『手づくりまつり』係 

TEL.06-6352-6100   FAX.06- 6352-8411 

〒534-0027 大阪市都島区中野町 2-16-25 

■主催：手づくりまつり実行委員会 

大阪市立都島区民センター 

指定管理者 都島区さくらネットワーク 

(代表者：大阪市男女いきいき財団) 

 

都島区民センターフェスティバル  手づくりまつり  

 

 

● 押し花＆デコパージュ 

『かわいい押し花フレーム』と、ヨーロッパ発

祥のアート技法、デコパージュで彩った『布のラ

ンチバッグ』作りが体験できます。あなただけの

オリジナル作品を作ってみませんか？ 

■日時：平成 27 年 3月 19 日(木) 

・押し花…13：30～15：00 

・デコパージュ…15：00～16：30 

■受講料：押し花…2500 円 

デコパージュ…800円 

■定員：各 8名(先着申込順) 

●書と絵てがみ 

美しく文字を書くコツや、季節にあった絵てが

みを作成し、日本文化を感じながら新しい自分づ

くりをめざしませんか？ 

■日時：平成 27 年 2月 24 日(火) 

・書 …9：45～10：50 

・絵てがみ…11：00～12：20 

■受講料：各 800 円(両方参加の方は、1,500円) 

■定員：各 15 名(先着申込順) 

■日時：平成 27年2月8日(日)10：00～16：00 

■会場：都島区民センター 

■参加無料 

■対象：小・中学生 

※小学３年生以下の場合、保護者の方もご同

伴ください。 

■定員：20組(先着申込順) 

 

■お問合せ・お申込みは 

地球環境関西フォーラム事務局  工作担当者 

Ｅメール hayashi@global-kansai.or.jp 

TEL .06-6444-0550  (平日 9：20～17：30) 

※上記まで、住所・氏名(ふりがな)・年齢・ 

電話番号をお知らせください。 

ゴ ミ や 漂 流 物 を 使 っ て 作 品 を つ く る ア ー ト ユ ニ ッ ト  

淀川テクニック と 動物をつくろう！ 
 

ゴミや漂流物を使って作品をつくるアートユニット・淀川テクニックと一緒に、ゴミで動

物を作っていただきます。この工作教室を通じて、工夫してものを作ることの楽しさを知っ

ていただきながら、ゴミの問題にも目を向けていただきます。 

 

◎講座に関するお問合せ、お申込みは都島区民センターへ !! 
※最低開講人数に達しない場合は不開講となる場合があります。 

■お申込みは、電話、ＦＡＸ、来館にて…。 

ＦＡＸの場合は必要事項≪住所・氏名(ふりがな)・年齢・電話番号≫を明記。 

TEL.06-6352-6100 FAX.06-6352-8411 〒534-0027 大阪市都島区中野町 2-16-25 

 

≪個人情報の取り扱いについて≫ 

取得した個人情報は「大阪市個人情報保護条例」に基づき、適正に管理します。 

一日講座のご案内 
 

     


