
 

 

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、昨秋から半年にわたって耐震改修工事を行ってまいりました。工事期間中、利用

者のみなさまにはご不便・ご迷惑をおかけいたしました。４月からは通常の開館となりますので、あとし

ばらく、お待ちください。みなさまのご理解とご協力をお願いいたします。 
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啓は「ひらく」、蟄（ちつ）は「土中で冬ごも

りしている虫」の意味で、大地が暖まり冬眠し

ていた虫が、春の訪れを感じ、穴から出てくる

頃です。 

菰（こも）はずし を啓蟄の恒例行事にしてい

るところも多いですね。 

まだまだ寒い時期ではありますが、一雨ごと

に気温が上がり、日差しも徐々に暖かくなって

きます。春雷がひときわ大きくなりやすい時季

でもあります。 

八百屋さんの店先に山菜が並び始めます。 

旬の食材で春の訪れを味わいましょう。 

６日頃－啓蟄（けいちつ） 

太陽が真東から昇って真西に沈み、昼と夜の

長さがほぼ同じになります。この日から夏至ま

で、昼がだんだん長くなり、夜が短くなります。 

春分・秋分の 3日前から 7日間をそれぞれ春

の彼岸、秋の彼岸とし、春分・秋分は「彼岸の

中日」といいます。彼岸は日本独自の行事です。 

雷が光り、雷鳴が轟き始める時季でもありま

す。「暑さ寒さも彼岸まで」という言葉があるよ

うに、寒さが和らいで、過ごしやすい季節にな

ります。桜の開花情報が聞かれるのもこの頃か

らです。 

21日頃－春分（しゅんぶん） 

 

◎二十四節気 ～弥生 (やよい )～  

  

   

 

春の全国交通安全運動 ４月６日(水)～４月１５日(金) 

４月６日から、『春の全国交通安全運動』が、

はじまります。 

昨今、自転車の事故や高齢者の事故が、目立っ

て増えてきているようです。春ともなると、外出

の機会も増えてきますから、十分に注意したいも

のです。 

あなたも、ご家族も、お隣さんも… 

被害者にも加害者にもならないように、 

今一度、日頃の行動を見直すチャンス 

かもしれませんね。 

守って安心 交通ルール!! 

◎一般交通安全講習会のお知らせ  

① 日時：３月２２日(火) 午後７時～ 

場所：友渕小学校 本校 体育館 

② 日時：３月２３日(水) 午後７時～ 

場所：桜宮小学校 体育館 

※ＤＶＤ映像と講話で約１時間半の予定です。 

参加費無料、受講資格に制限はありません。 

お車でのご来場はご遠慮願います。 

◎お問合せ…都島警察署 交通課 電話 06-6925-1234  

平成 28年 2月 5日に行われた『第七回近畿管区内交通安全教育コ

ンクール』において、都島警察署と都島老人クラブ連合が、第一部 最

優秀賞と特別賞を受賞しました。地元の高齢者へのわかりやすい交通

安全教育を目的として、特に、市民と警察が協力して行ったパフォー

マンスが評価されたようです。 おめでとうございます!! 

 

 

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


 

 

※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!! 

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？ 

体操中心の講座です。動きやすい服装で参加して

ください。 

■日 程： 3 月 10 日 木曜日 

13：30～ 15：00 

■受講料：1,000 円 

■定 員：20名 
 (事前申込・先着順) 

  

● 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 土曜日 

14：00 ～ 16：00 

■受講料：1,000 円 

■定 員：20名 

 (事前申込・先着順) 

 

３ 月の 講座 案内  
  

 大相撲 春日山部屋 握 手 会 

3 月6 日（日）午後 2 時～4 時 

会場：淀川神社（雨天決行） 

３月６日(日)午後２時から、毛馬町の淀川神

社で毎年恒例の『おすもうさんの握手会』が開

催されます。 

当日は、大相撲 春日山部屋の協力のもと、大

勢のおすもうさんが来場。握手会はもとより写

真撮影などにも気軽に応じてくれます。 

会場では、大阪三月場所の「番付表」など相

撲グッズの販売も行われ、子どもたちには綿あ

めのプレゼントもありますよ。 

◎お問合せは…淀川神社まで 

都島区毛馬町 1-2-11 

電話 ０６－６９２１－５９８０ 

 

 

 

ハンサムに描いてね!! 日頃の成果をお披露目!! かわいい作品がいっぱい!! 

『手づくりまつり』は大盛況!! ～都島区民センター～ 

２月２１日(日)、都島区民センターで行われた

『手づくりまつり』は、区民センターや区内で活動

している団体やサークルが日頃の成果を発表する

とともに、参加者との交流を図る機会をつくる目的

で始められ、今年で３回目を迎えました。 

今回はホールが耐震工事期間中とあって、例年よ

りも規模の小さなものでしたが、多くの来場者を迎

えて盛り上がりました。 

各ブースでは、作品展示のほかに数々の体験コー

ナーが設けられ、多くの参加者は手づくりの楽しさ

を実感していました。 

また、体験参加者には可愛い手作り作品が当たる

くじ引きも行われ、たくさんの笑顔と歓声が会場に

あふれていました。 

   

④胸骨圧迫は、倒れている人の身体の近くにヒザを

つき、両ヒジを伸ばして重ねた両手のひらを、相

手の胸の中央(乳頭間の中心)に置いて強く圧迫 

します。 この時、指先を少し浮かせ

て、手の根元で真上から胸を少なくと

も５cm以上沈めるつもりで、テンポ 

よく、３０回押します。その後、人工

呼吸を２回。この一連の動作を繰り返

します。(胸骨圧迫だけでも有効) 

⑤AEDが到着したら、電源を入れて音声ガイダンス

に従って操作します。その後また、胸骨 

圧迫…。この繰り返しの動作を倒れた 

人が動き出すまで、または救急隊員が 

到着するまで、繰り返します。 

①倒れている人のそばに駆け寄り、声を掛けながら

相手の意識があるかどうかを確認します。 

この時、状況によっては自分と相手の 

安全を確保することを忘れないように!! 

②周りに人がいるときは、相手を指定して 

119番への通報と AEDの調達を頼みます。 

しかし、周りに誰もいないときには、速やかに

119番通報をして、係官の指示に従います。 

③倒れている人の胸部や腹部を 10秒間観察し、呼

吸をしているかどうかを見ます。もしも、呼吸を

していないようなら、すぐに胸骨圧迫(心臓マッサ

ージ)を開始します。 

 

 

熱血指導で『救命講習』!! 
 

あなたもぜひ、機会を見つけて講習を受けてみては？ 

２月５日(金)、都島区民センターで、都島消防署員による『普通救命講習』が行われました。 

ＤＶＤによる学習と人形を使った実地訓練に 16名の参加者が熱心に取り組みました。 

大阪市内では、通報から平均６分以内で救急車が到着するそうです。この６分間に救命措置を

するかしないかで、生存率に大きな差がでることがわかっています。 

倒れている人を発見したら…あなたはどうしますか？ 

 

◎応急手当の方法  ～命を救う～ 

・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 

・みゆきコミュニティーホール 

設置協力  

ありがとうございま～す!! 

 

ここにもあるよ!! さくら通信!! 


