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旧暦の 7月 7日の夜に行われる、星祭りとも

呼ばれる五節句の 1つですが、日本古来の七夕

はお盆の前の禊(みそぎ)の日でした。 

「七夕送り」といって、６日の夜に供物を備

え短冊をつけた笹竹を軒下に飾り、７日の朝に

川や海に流し、穢れ(けがれ)を祓いました。お

盆に戻ってくる祖先の霊のために、衣を機織り

して棚に置く風習があり「棚機（たなばた）」

と呼んでいましたが、これが 7月 7日の夕べの

行事であったために「七夕」の字をあてたとい

われています。これと中国に古くから伝わる牽

牛星（けんぎゅうせい）、織女星（しょくじょ

せい）の伝説に基づいた星祭りの説話が結びつ

いて現在の形になったと言われています。 

また、願い事を短冊に書いて笹竹に吊るす風習

は、織女星にあやかって機織りや裁縫などの上達

を願う女性たちが、五色の糸や五色の絹布などを

お供えし、竹竿に糸をかけて星に祈ると叶えられ

るという中国の「乞巧奠（きっこうでん）」とい

う風習からきているそうで、平安貴族たちが、こ

れをまねて、梶の葉に歌を書いたのが始まりとい

われています。 

江戸幕府は七夕を五節句として、幕府の式日と

定め、大奥では瓜・桃・菓子などを白木の台に盛

り、その四隅に笹竹を立てて、詩歌を書いた短冊

や色紙を結びつけていたそうです。 

それが庶民の風習として広まり、文筆や針仕事

の上達を願って行うようになったのです。 

◎みやこの歳時記 ～文月 (ふみづき )～  

 ～ 七 夕 ～  

『ママのためのお気軽コンサート』 

開催決定!! 
 

真夏のひととき…ママのための特別な時間をすごしませんか？ 

毎日、家事に育児にと忙しく働くママには、の

んびり音楽を楽しむことさえ、至難の業…とあき

らめている方も多いのではないでしょうか。 

特に、小さなお子さんや赤ちゃんのいるママに

とっては、夢のまた夢…。 

そんなママにだって、音楽を楽しむ時間があっ

てもいいはず。そこで、親子で参加できるカジュ

アルなジャズコンサートはいかがでしょう。 

まわりに気を使うことなく、存分に音楽を堪能

してみませんか？ 

♪ 日  時  8月 16日(日) 11：00～12：00 

♪ 出演者  寺澤 香織さん ほか 

♪ 会  場 都島区民センター内 ホール 

♪ 参加費 500円 

♪ 定 員 200名 
(事前申込・先着順) 

＜お問い合わせ＞ 

大阪市立 都島区民センター 

TEL.06-6352-6100・FAX.06-6352-8411 

 

 

 

 

 

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ガラス

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 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。 

 

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


 

 

● はじめての１日 似顔絵講座 
水彩絵の具や色えんぴつを使って、 

色彩豊かな似顔絵を描いてみませんか♪ 

■日 程：平成 27年 8 月 25 日(火) 

14：00～15：00  

■受講料：800 円  ■定 員：15名 

(事前申込・先着順) 

●押し花＆デコパージュ 
かわいいお花に触れて心もすっきり！ 

オリジナル作品をつくりましょう♪  

■日 程：平成 27年 8 月 27 日(木) 

・押し花…13：00～15：00 

・デコパージュ…15：00～17：00 

■材料費：押し花…2,500円 

デコパージュ…850円 

■定 員：各 8名 (事前申込・先着順) 

８月の講座予告 

● プロが教える!! 

首・肩こりをやわらげる体操 

パソコンや事務仕事、車の運転や力仕事、日常

の家事でも…。ひどくなると頭痛や吐き気まで

…。首こりや肩こりで悩んでいる方におすすめ

の講座です。 

この講座では現役の接骨院の先生から、首・肩

こりの原因や予防法とともに、痛みをやわら

げ、これ以上悪くしないための生活習慣や簡単

な体操を学びます。 

■日 程：平成 27年 8 月 20 日、8 月 27 日 

各木曜日 全 2 回 13：30～15：00  

■受講料：1,600 円 

■定 員：20名 

(事前申込・先着順) 

●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 27年 8 月 18 日～10 月 27 日 

各火曜日 全 6 回 10：00～11：30  

■受講料：7,200 円 

■定 員：20名 

 (事前申込・先着順) 

 
 

 
 

 

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 

・コム・アミジマ 

・ＳＡＯＲＩ会館 

・淀川神社 

・大阪都島自動車学校 

・芸術創造館 

・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!! 

※講座に関するお問い合わせは、都島区民センターまで!! 

● プロが教える!! 

腰痛 をやわらげる体操  

物を持ち上げるのが怖い!! 冷えると腰が痛

む!! 曲げ伸ばしに違和感が…。 

この講座では現役の接骨院の先生から、腰の

痛みのメカニズムとともに、痛みを和らげ、こ

れ以上悪くしないための生活習慣や簡単な体

操を学びます。 

■日 程：平成 27年 7 月 22 日、7 月 29 日 

各水曜日 全 2 回 13：30～15：00  

■受講料：1,600 円 

■定 員：20名 

 (事前申込・先着順) 

７月の講座案内 

● 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：平成 27年 7 月 25 日(土) 

14：00 ～ 16：00 

■受講料：1,000 円 

■定 員：20名 

 (事前申込・先着順)  

 

 

 

ア・ラカルト講座 

● 始めよう!! 書と絵てがみ 

日本伝統の『書』にふれ、季節の趣を感じてみませんか。

親子での参加も大歓迎です。 

■日 程：平成 27年 8 月 27 日(木) 10：00～12：00  

■教材費：800 円 ( 保護者と小学生以下の子どもの 

ペアで参加の場合は、1,500 円 ) 

■定 員：20名(事前申込・先着順)   

 

 

 

 


