
環境影響評価書等の縦覧
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講座･教室講座･教室

児童虐待の通告·相談は、24時間
365日対応の「児童虐待ホットラ
イン 0120‐01‐7285」へ。

①（仮称）梅田曽根崎計画環境影響評価
書②事後調査計画書 10/30まで
①環境局環境管理課・総務課、北区役所

ほか②環境局環境管理課 環境局環境管
理課　 6615-7938　 6615-7949

中国の伝統的な音楽や舞踊、食文化等

第15回 大阪市立大学医学部＆
大阪市立弘済院ジョイントセミナー
「認知症をふせぐ・気づく・治療する」、
「ケアする人のストレス対応」について
の講演会。定員250人（先着順）。
11/12（日）14:00～16:00 市立大

学医学部 10/31 窓口または往
復ハガキ・ と」ーナミセトンイョジ「、で
明記のうえ、住所・代表者氏名・電話番
号・参加人数、手話通訳が必要な方はそ
の旨を書いて、〒565-0874 吹田市古江
台6-2-1 大阪市立弘済院附属病院へ。
6871-8013　 4863-5351

地下空間見学会
（大阪駅前の東西地下道工事現場）
対象は小学3年生以上（小中学生は
保護者同伴）。定員各回20人。
11/11(土)①10:00②14:00

③16:00
集合：大阪駅南側スカイウォーク
10/20 往復ハガキに住所・氏

名（3人まで）・年齢（学年）・電話番号
を書いて、〒559-0034 住之江区南
港北2-1-10 ATC ITM棟6階、建設
局工務課へ。
6615-6477　 6615-6577

試験区分は都市建設（主に土木）、採用
予定者数10人程度。合格者は平成30年
4/1採用予定。日本国籍を有しない方も
受験できます。資格などの詳細は、 で
ご確認ください。 第１次試験日11/12
（日） 10/3 9：00～10/13 12：00に
原則として で。 大阪市人事委員会
6208-8545　 6231-4622

市営すまいりんぐ(子育て応援型含む)・
市営特定賃貸住宅・市営再開発住宅（地
域リロケーション住宅含む）の入居者を
随時募集中。11/1からは7月以降に空
家になった住宅も追加。市外居住者、単
身者も申し込み可能。ただし、申し込み
には、収入などの条件があります。

または住情報プラザ、住宅管理セン
ター（梅田・阿倍野・平野）、大阪市サービ
スカウンター（梅田・難波・天王寺）で配
布する申込書に必要事項を記入し、大阪
市住まい公社へ。 大阪市住まい公社
6882-7012　 6882-7021

市が所有する施設等に法人名、商品名
等を冠した愛称を提案していただく
ネーミングライツパートナーを一斉に
募集します。詳しくは をご覧ください。
募集期間：10/2～来年１/12
財政局財源課　

6208-7733　 6202-6951

市営すまいりんぐなどの入居者

ネーミングライツパートナー

御堂筋完成
80周年記念事業
御堂筋完成
80周年記念事業

日中国交正常化45周年記念
「中秋明月祭大阪2017」

国際巡回企画展「イセコレクション 
世界を魅了した中国陶磁」

「動き出すいのち」をコンセプトに、ほと
んどが日本初公開となる約500点を展
示。ミッキーマウスの誕生作から最新作
「モアナと伝説の海」まで、約90年にお
よぶディズニー作品の原画、コンセプ
ト・アートなど。 10/14（土）～来年
1/21（日）9:30～17:00(入館は16：30
まで) 月曜、年末年始、1/9（火）は休館
(12/25、1/8は開館)
市立美術館 大人１６００円ほか

特別展「ディズニー・アート展 
いのちを吹き込む魔法」

第１回認知症セミナー
「認知症との付き合い方」

大阪港開港150年記念
帆船EXPO
大型帆船などの同時入港に合わせ、さまざまなイベントを実施。★のイベントは事
前申し込みが必要。詳しくは をご覧ください。

船内見学会「のるみる！？クルーズ客船」
大阪港へ入港するクルーズ客船①「コ
スタ・ネオロマンチカ」と、②「飛鳥Ⅱ」
の船内見学会。定員①48人②80人。
①11/12（日）18：00～19：30

②11/19（日）13：00～14：30
集合：天保山客船ターミナル

募　　集募　　集
市職員採用試験（大学卒程度技術）を実施します

10/26（木）
10/28（土）

10/29（日）

10:30～入港パレード（8:00～「みらいへ」の入港パレードクルー体験★）
9:00～11:00
帆船グループツアー
（体験付ガイドツアー）★
13:00～16:00セイルドリル

8:30～12:00
帆船乗艇体験クルーズ★
13:00～16:00
セイルドリル体験★

9:00～11:30
13:00～16:00
一般公開

9:00～11:30
13:00～16:00
一般公開

9:00～11:30
13:00～16:00
一般公開

8:30～18:00
帆船乗艇体験クルーズ★

日本丸・海王丸船名
場所 天保山岸壁 中央突堤北岸壁

みらいへ 大成丸

大阪市総合コールセンター　 4301-7285　 6373-3302

10/20 往復ハガキに、参加者全
員(2人まで)の住所・氏名(ローマ字併
記)・電話番号・生年月日・出生地（都
道府県名）・国籍・当日持参する身分
証明書（パスポートまたは運転免許
証）の番号、希望日の番号、当見学会

を知ったきっかけを書いて、
〒559-0034 住之江区南
港北2-1-10 ATC ITM棟
10階、港湾局振興課「のる
みるクルーズ」係へ。

を紹介する国際交流イベント。
10/7（土）10:00～19:00、10/8（日）

10:00～18:00
史跡難波宮跡
経済戦略局国際担当
6615-3742　 6615-7433

世界的な美術品
コレクター伊勢彦
信氏のコレクショ
ン。茶の湯の伝統
的な美意識と、鑑
賞陶磁の現代的
な感性の両面に
よって収集された
戦国時代から清
時代までの重要
文化財2点を含む

「おおさか市営交通フェスティバル」

コスタ・ネオロマンチカ 飛鳥Ⅱ
写真提供:コスタ・クルーズ

《ミッキーのハワイ旅行》より 1937年
ⒸDisney Enterprises,Inc.

認知症の病態や日常生活での注意点な
どを知り、認知症への理解を深めます。
定員160人（当日先着順）。
10/27（金）14:00～16:00
市立大学医学部附属病院

6645-2857　 6636-3539

①「10歳までの子育て」②「10歳からの
子育て」③「家での過ごし方と学力のお
話」定員各回60人（先着順）。
①11/22（水）②12/5（火）③12/15

（金）各回10：00～12：00
中央図書館
10/10から または電話で、一時

保育（ 11/15）・手話通訳（ 11/8）
が必要な方はその旨を、教育委員会生
涯学習担当へ。
6539-3346　 6532-8520

大阪市総合コールセンター
4301-7285　 6373-3302

子育て講座
「10歳までの子育て＋10歳からの子育て
～思春期を上手に乗り越える力を～」

平成30年4月から
医療費助成制度が変わります

障
ひ

老
こ

：重度障がい者医療費助成 ：老人医療費助成
：こども医療費助成：ひとり親家庭医療費助成

【対象者の追加】

【整理・統合による移行】

※経過措置…平成30年3月末までに資格認定されている方は、
　　　　　　平成33年3月末まで助成対象となります。

福祉局保険年金課　 6208-7971　 6202-4156

追加される対象者（所得制限あり） 申請区分
・ 精神障がい者保健福祉手帳１級所持者
・ 難病法の助成対象者および特定疾患医
療受給者のうち、障がい年金１級相当、
または特別児童扶養手当１級相当の方

・ 現行、老人医療費助成を受けている重
度障がい者

〈申請〉郵送…11月下旬にお届けする申請書で申請ください。
　　　区……11/1以降にお住まいの区の保健福祉センター

医療助成業務担当まで申請ください。

・ 裁判所からDV保護命令が出されたDV
被害者

・ 現行、老人医療費助成を受けているひとり親

変更点区分
上記の　 と 　に統合されますが、次の方は対象
外となります
・ 精神通院医療受給者、難病患者および結核患者
【※経過措置あり】

１日の負担額

１月の負担日数

１月の負担上限額

薬局での負担

１医療機関ごとに
500円

１医療機関ごとに
月2日まで
2500円

（訪問看護除く）
本人負担なし

現行制度（～H30.3） 変更後（H30.4～）
１医療機関ごとに500円
（治療用装具含む）
日数上限なし
3000円

（訪問看護含む）
1日あたり500円
（日数上限なし）

【一部自己負担額（医療機関でお支払いいただく額）の変更】

【助成対象となる医療費などの変更】

障

ひ

老

障
老

障 ひ

一部自己負担額区分

障

郵送

区

区

不要

不要

変更点区分
・ 精神病床への入院医療費を助成対象外とし

】りあ置措過経※【。すま

・ 訪問看護利用料を、新たに助成対象とします。

老

ひ 老 こ

検  索大阪市 福祉医療費助成 変更

88点を紹介。
12/3（日）まで9：30～17：00（入館

は16：30まで）月曜休館（休日の場合は
翌平日） 大人900円ほか

東洋陶磁美術館
6223-0055　 6223-0057

市営交通として最後の開催。市電保存
館・車両保存庫の一般公開や、地下鉄の
車体吊り上げ、車体洗浄体験のほか、オ
リジナルグッズ販売など。定員7000人。
11/19（日）9：30～16：00
交通局緑木車両工場内
10/19 または市営地下鉄駅構

内で配布するパンフレットの応募ハガキ
に必要事項を記入し、「おおさか市営交
通フェスティバル」参加申込係へ。
市営交通案内センター
6582-1400　 6585-6466

重要文化財
五彩金襴手瓢形瓶

景徳鎮窯　明時代・16世紀

まずは一報　 なにわっこ
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