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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 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。 

紅葉を鑑賞する習慣は、奈良時代から始まっ

たといわれ、「万葉集」にも登場しています。 

平安時代の頃には貴族の間で広まり、紅葉を

愛でながら宴を開いていたようで、その様子は

「源氏物語」にも描かれています。その後、江

戸時代には庶民も楽しむようになり、季節の行

事として定着していきました。 

紅葉を鑑賞するのに「紅葉狩り」というの

はどうしてでしょう。「狩る」とは獣を捕まえ

るということですが、花や草木を探し求めると

いう意味もあるそうで、狩猟を好まない貴族が

自然を鑑賞することを狩りに例えたといわれ 

ていますが、定かではありません。 

紅葉というと、赤ちゃんの手の様に葉が 5つ

に分かれた楓（かえで）を想像しますが、これ

は「イロハカエデ」というカエデ科の植物のこ

と。「イロハモミジ」「ヤマモミジ」など、何々

モミジと呼ばれている木は全てカエデ科の植

物で、日本には 26種類もあります。 

カエデの他にも桜、ウルシ、コブシ、ブナ、

イチョウなど、いわゆる、「落葉樹」と呼ばれ

る木が紅葉します。 

あなたも平安の貴族よろしく『紅葉狩り』と

洒落てみてはいかがでしょう？ 

◎みやこの歳時記 ～霜月 (しもつき )～  

 

 

秋の全国火災予防週間  １１月９日(月)～１１月１５日(日) 

 

肌寒い日が増えて、火災が心配な季節となってきました。大切なものを失うことなどない

ように、いつも以上に火災予防の意識を強く持って、火災の発生を防止したいものです。 

『 無防備な 心に火災が かくれんぼ 』 
 

■３つの習慣 

○寝たばこは、絶対やめる。 

○ストーブは、燃えやすいものから離れた 

位置で使用する。 

○ガスこんろなどのそばを離れるときは、 

必ず火を消す。 

●命を守る７つのポイント  

■４つの対策 

○住宅用火災警報器を設置する。 

○寝具、衣類、カーテンなどは、防炎品を 

使用する。 

○住宅用消火器等を設置する。 

○お年寄りや身体の不自由な人を守るため 

隣近所の協力体制をつくる。 

 

 

●都島消防署 開放デー 
11月 8日(日) 9：30～11：30 

消防士さんのお仕事!! 見にきませんか？ 

体験もいろいろできるよ!! 

○ミニミニ消防車体験 ○消火体験 ○救急体験 

○展示訓練 ○防火図画展示 

◎写真コーナー  

子ども防火服を着て 

消防車と写真を撮ろう!! 

お問い合わせ 

都島消防署  広報担当  電話 06-6923-0032 

 

セイバーミライも 

来るよ!! 

 

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


 

 

 

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 

・芸術創造館 

 

・京嵯峨野屋 

・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 

・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!! 

※お問い合わせは、都島区民センターまで!! 

１１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： 11月 21 日(土) 

14：00 ～ 16：00 

■受講料：1,000 円 

■定 員：20名 

 (事前申込・先着順) 

 

 

 

～紅葉狩り～ 
in 都島 

  

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、平成 27年 10月 8日から平成 28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、この点をご留意くださ

い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。 

※ お問合せ先 … 大阪市立 都島区民センター  電話 06-6352-6100 

 

～ 都島区民センター 耐震工事のお知らせ ～ 
平成 27年 10月 8日 ～ 平成 28年 3月 

 

都島区民の憩いの場『毛馬桜之宮公園』は、大阪でも有数の紅葉スポットといえ

るでしょう。また、この大川沿いは、都島区の史跡の宝庫でもあります。紅葉見物

とともに、大阪の歴史の一端をのぞいてみてはいかがでしょう。 

■与謝蕪村生誕地の句碑 
都島区毛馬町 3-7 毛馬堤防上 

彼の俳人、与謝蕪村(よさ ぶそん)は、享保

元年（1716）、摂津国東成郡毛馬村（現都島区

毛馬町）に生まれました。 

淀川左岸堤防上に建つ蕪村の句碑は、 

「春風馬堤曲」の 

「春風や 堤長うして 家遠し」 

の句を蕪村の筆跡で刻んだもので、淀川改修 

百年記念として昭和 55年（1980）に建てられ

たものです。 

 

■毛馬の水門・閘門 (こうもん) 
都島区毛馬町 3-8 

明治 18年（1885）の大水害を機に淀川の大

改修が行われ、同 43年に新淀川が開削されま

した。このとき毛馬で新淀川と分岐する旧淀川

の水量調節と舟運の便のために建設されたの

が毛馬洗堰(あらいぜき)と閘門です。 

洗堰は川の水が常にその上を流れ越す程度

の高さに作った堰、閘門は水位の高低差の大き

い河川で水を堰き止めて船舶を通過させる装

置です。 

その後、昭和 49年（1974）上流に新毛馬水

門・閘門が築造され、同 57年に新しく淀川大

堰が完成したことにより、旧洗堰と閘門は役目

を終えて閉鎖されましたが、一部はわが国の近

代治水工事の貴重な遺産として河川公園内に

保存されています。 

■大阪水道発祥の地 

中野町 5-13 毛馬桜之宮公園内 

沖積地である大阪ではほとんどの井戸水が飲

料に適さず、市民は桜宮付近で汲んだ淀川の水を

買って飲んでいましたが、明治 19年、23年にコ

レラが流行し、良好な飲料水の提供と消防力強化

のために上水道の設置が急務となりました。 

そこで 256万円余の費用と 3年余の歳月をか

けて、明治 28年（1895）11月に大阪市ではじめ

ての水源地として完成したのが桜宮水源地です。 

長年に渡り、大阪市民の喉を潤してきました

が、大正 3年（1914）に柴島浄水場（現東淀川区）

の完成により給水を休止し、同 9年に廃されまし

た。都島橋東詰の公園に水道 70周年を記念して

昭和 40年に建てられた「水道発祥之地」の碑が

あります。 
 

 


