
入会金 ５００円/年 

月会員   ２，０００円/月 

１日会員  ２００円/日 

子ども会員 ８００円/年 

      （１５歳まで） 

★サークル活動は原則会員制となっています。 

※下記活動は、ゆ～とあいの「居場所づくり事業」で実施しています。 

※サークル活動への参加は各サークルの参加費＋会費が必要です。 

※サークル活動の参加費または実施場所は変動することがあります。 

※日・祝日のサークル活動はお休みです。 

◆卓球サークル 

 場 所：スタジオ６・７※一部６のみの利用 

 参加費：無料 

◆麻雀サークル 

 場 所：音楽スタジオ 

 参加費：無料 

◆社交ダンスサークル 

 場 所：スタジオ６・７ 

 参加費：１回１,３００円 

◆元気体操 

 場 所：スタジオ６・７ 

 参加費：無料 

◆カラオケサークル 

 場 所：音楽スタジオ 

 参加費：１回５００円 

◆コーラスひまわり 

 場 所：音楽スタジオ 

 参加費：１回３００円 

◆いきいき体爽倶楽部「スマイル」 

 場 所：スタジオ７ 

 参加費：１回１００円 

◆折り紙教室 

 場 所：スタジオ１ 

 参加費：１回３００円 

◆リラックスヨガ 

 場 所：スタジオ１ 

 参加費：１回５００円 

◆編み物サークル 

 場 所：スタジオ１ 

 参加費：月５，０００円 

 にしなり隣保館「スマイルゆ～とあい」は、地域コミュニティ全体が抱える課題の解決を目

指すために建てられた民設民営の福祉施設です。日々悩んでおられる困りごとはありません

か？その困りごとを解決するために、できることを一緒に探しましょう。 

お気軽に事務所までお申し付けください。 

 

内容：①毎週金曜日、第4週火曜日の各相談会 

    ※中面の活動予定表を参照ください。 

   ②かけこみ相談 

    ※どんな相談でも結構です。 

時間：①午後１時～４時 

   ②月～日の午前９時３０分～午後９時まで 

お問い合わせ先/０６-６５６１-８８０１ 

相談窓口のご利用 

にしなり隣保館とは？ 

                   http:/www.s-you-i.jp 

所在地  〒557-0024 

     大阪市西成区出城2丁目5番9号 パークコート1Ｆ・2Ｆ 

ＴＥＬ  06-6561-8801 ＦＡＸ06-6563-1159 

休館日  年末年始（12月29日～1月3日）のみ 

開館時間 午前9時30分～午後9時30分 

アクセス ＪＲ大阪環状線今宮駅から徒歩10分（約700m） 

     地下鉄四ツ橋線花園町駅から徒歩15分（約1.1Km） 

第３３号 

発行日：201８年３月１７日 

日 時：４月４日（水）午後１時～２時 

場 所：「喫茶なび」 

参加費：無料 ※ゆ～とあい会費は必要です。 

講 師：松向寺通法さん（浄土真宗本願寺派） 

★時 間：午後７時～８時３０分 

★対 象：どなたでも 

★参加費：１２，０００円 

     ※別途テキスト代：１，２００円 

     ※参加費は申込時にお支払いください。 

★定 員：定員２０人（先着順） 

★講 師：馬 嬰韻（マー インイン）さん 

★持ち物：筆記用具 

開催日：４月１４日・２１日・２８日 

    ５月１２日・１９日・２６日 

    ６月２日・９日・１６日・２３日・３０日 

時 間：午後１時３０分～午後３時３０分 

対 象：どなたでも 

参加費：中学生まで無料 

    高校生以上１回５００円 

定 員：各回２０人（先着順） 

持ち物：日本けん玉協会公認けん玉、動きやすい服装、 

    筆記用具 ※けん玉をお持ちでない方は、 

    けん玉を貸出いたします。 

持ち物：運動靴、動きやすい

服装、タオル、飲料、保険証 

開催日：４月１７日(火)・１９日(木)・２４日(火)・２６日(木) 

時 間：午後２時集合・出発 

対 象：どなたでも 

参加費：各回５００円 

定 員：各回２０人（先着順） 

講 師：畑中一一(社)日本ウォーキング協会専門講師 

開催日：４月 ７日(土) アニメ落語館 

      １４日(土) おくりびと 

      ２１日(土) Mayu-ココロの星 

      ２８日(土) ０ゼロからの風 

時 間：午後２時～４時 

対 象：どなたでも 

参加費：無料 



★将棋教室 

午後１時～３時 

★将棋教室 

午後１時～３時 

◆卓球サークル 

◆麻雀サークル 

午前１０時～午後４時 

◆いきいき体操スマイル 

午後１時～２時３０分 

◆いきいき体操スマイル 

午後１時～２時３０分 

◆あみものサークル 

午後１時３０分～４時 

◆あみものサークル 

午後１時３０分～４時 

◆卓球サークル 

◆麻雀サークル 

午前１０時～午後４時 

時間：午後６時～８時 

場所：コミュニティスペース 

～西成識字よみかき日本語教室～ 

午後１時～４時 

◆折り紙サークル 

◆コーラスひまわり 

午後１時～２時３０分 

◆元気体操サークル 

午前１１時～正午 

★ = 講習・講座事業です。 

※参加費とは別に実費負担の必要な講座があります。 

※申込方法など詳しくはチラシをご覧ください。 

◆卓球サークル 

◆麻雀サークル 

午前１０時～午後４時 

◆卓球サークル 

◆麻雀サークル 

午前１０時～午後４時 

◆社交ダンスサークル 

午後１時～４時 
午前１０時～午後４時 

◆卓球サークル 

◆麻雀サークル 

◆卓球サークル 

◆麻雀サークル 

午前１０時～午後４時 

◆あみものサークル 

午後１時３０分～４時 

★元気！ハツラツ健康ヨガ 

午後１時～２時３０分 

◆リラックスヨガ 

午前１１時～正午 

◆元気体操サークル 

午前１１時～正午 

★週末ヨガ教室 

午後７時～８時３０分 

◆社交ダンスサークル 

午後１時～４時 

◆カラオケサークル 

午後１時～４時 

◆卓球サークル 

◆麻雀サークル 

午前１０時～午後４時 

★週末ヨガ教室 

午後７時～８時３０分 

◆社交ダンスサークル 

午後１時～４時 

◆社交ダンスサークル 

午後１時～４時 

◆卓球サークル 

◆麻雀サークル 

午前１０時～午後４時 

◆あみものサークル 

午後１時３０分～４時 

◆卓球サークル 

◆麻雀サークル 

午前１０時～午後４時 

◆卓球サークル 

◆麻雀サークル 

午前１０時～午後４時 

時間：午前１０時～午後４時 

場所：音楽スタジオ 

～音楽スタジオ開放日～  
①会員限定 

②１日会費＋ 

 ２００円が 

 必要です。 

◆元気体操サークル 

午前１１時～正午 

◆リラックスヨガ 

午前１１時～正午 

◆ = サークル活動です。 

● = 総合生活相談です。 

※サークル活動と総合生活相談の詳細は裏面をご参照ください。 

午後１時～２時 

◆カラオケサークル 

午後１時～４時 

◆カラオケサークル 

午後１時～４時 

★健康和太鼓教室 

午前１０時３０分～正午 

★健康和太鼓教室 

午前１０時３０分～正午 

◆卓球サークル 

◆麻雀サークル 

午前１０時～午後４時 

◆卓球サークル 

◆麻雀サークル 

午前１０時～午後４時 

★韓国語入門講座 

午後７時～８時３０分 

★韓国語入門講座 

午後７時～８時３０分 

★韓国語入門講座 

午後７時～８時３０分 

★韓国語入門講座 

午後７時～８時３０分 

★中国語入門講座 

午後７時～８時３０分 

★中国語入門講座 

午後７時～８時３０分 

★中国語入門講座 

午後７時～８時３０分 

★けん玉教室 

午後１時３０分～３時３０分 

★けん玉教室 

午後１時３０分～３時３０分 

★けん玉教室 

午後１時３０分～３時３０分 

★映画上映機会 

午後２時～４時 

★映画上映機会 

午後２時～４時 

★映画上映機会 

午後２時～４時 

★映画上映機会 

午後２時～４時 

★ウォーキング講座 

午後２時～４時３０分 
★ウォーキング講座 

午後２時～４時３０分 

★ウォーキング講座 

午後２時～４時３０分 
★ウォーキング講座 

午後２時～４時３０分 

西成くらしストア 

午後４時～７時 

西成くらしストア 

午後４時～７時 


