
空気が読めない、こだわりが強いなど、
発達障がい特性を持っている可能性の
ある子どもや大人の方々を、どんな風に
支援したらよいかについてお話します。
対象は18歳以上の方。定員150人（先
着順）。
12/20（水）18:10～19:30
市立大学医学部医学情報センター

ホール
11/27

または往復ハガキで、「218回」
と明記し、住所・氏名（ふりがな）・年齢・
電話番号を書いて、〒545-0051 阿倍
野区旭町1-2-7 あべのメディックス6
階、市立大学医学部市民医学講座お問
い合わせ窓口へ。
6645-3405　 6645-2765

いて、こころの健康センターへ。
6922-8520　 6922-8526

「わたしのワ
ンピース」や
「ふんふんな
んだかいい
におい」など
の絵本でお
なじみの、に
しまき かや
こさんに、絵
本作りや作品について語っていただき
ます。定員300人（先着順）。
11/26（日）14：30～16：00
中央図書館

6539-3326　
6539-3336

な方はその旨を書いて、〒557-0024
西成区出城2-5-20 大阪市社会福祉研
修・情報センター3階、大阪市成年後見
支援センターへ。
4392-8282　 4392-8900

大阪精神医療センター院長によるギャ
ンブル等依存症についての講演に加
え、IR（統合型リゾート）実現を契機とす
る府市の取り組み等について説明しま
す。定員150人（先着順）。
12/11（月）18：30～20：30
市立大学医学部医学情報センター

ホール
11/30
電話またはファックスで、氏名・居

住区・電話番号、車いす席・手話通訳
（ 11/13）が必要な方はその旨を書

「大阪における成年後見制度の活用状
況と市民後見人への期待」についての
記念講演と、「市民、専門職、行政の協働
の10年とこれから」をテーマにしたシン
ポジウム。定員600人（先着順）。
11/23（木・祝）13：30～16：00
中央公会堂
11/20
ハガキ・ファックス・ で、「１０周年

フォーラム参加希望」と名前・所属（団体）
名・電話番号、車いす席・手話通訳が必要

大人600円ほか
大阪歴史博物館

6946-5728　 6946-2662

大 阪 市 は
2021年度、
北区中之島
に新美術館
の開館を予
定していま
す。その準
備室のコレ
クションと、大阪府20世紀美術コレク
ションより選ばれた約100点の写真作
品の展示により、写真文化の原点と歴史
を紹介します。
11/22(水)～12/16（土）

　11：00～19：00月曜休館
大阪府立江之子島文化芸術創造セン

ター
経済戦略局文化課
6469-5189　 6469-3897

小学生による文楽公演などを盛り込ん
だ、文楽初心者向けの鑑賞会。定員250
人（先着順）。
12/1（金）14：00～16：30
高津小学校
区役所等で配布（ にも掲載）す

るチラシ裏面の必要事項を書いて、送
付・ファックス・ でＮＰＯ法人人形浄瑠
璃文楽座（ 6211-6132）へ。
経済戦略局文化課
6469-5174　
6469-3897

活気ある「せり」を見学。食の安全・安心
に関する市場の取り組みや、新鮮な食
材の見分け方などを楽しく学べます。定
員80人。
12/2（土）8:00～10:00
東部市場
11/15
往復ハガキに参加者全員の氏名（4

人まで）・代表者の住所・電話番号を書い
て、〒546-0001 東住吉区今林1-2-68 
水産卸売場棟3階、東部市場業務管理担
当へ。
6756-3901　 6756-3905

貿易や国際交流などで、ひと・もの・情
報をつなぐ拠点として発展してきた大
阪港のあゆみを、公文書を通じてふりか
えります。
11/8（水）まで
大阪市公文書館

6534-1662　 6534-5482

親子近居住宅、子育て世帯向け住宅、単
身者向け住宅、一般世帯向け住宅の入
居者。申し込みには、収入などの条件が
あります。
11/14（消印有効）
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）、区役所な
どで配布する申し込みのしおりをご覧く
ださい。
大阪市住まい公社
6882-7024　 6882-7021

成人の日
に新成人
（平成9年
4/2～10
年4/1生
まれで市
内在住の方）の代表が、市役所屋上の
「みおつくしの鐘」を打ち鳴らす行事で、
今回で61回を迎えます。成人となった
記念にぜひご参加ください。定員50人。
来年1/8（月・祝）9：00～11：30
市役所屋上ほか
11/15（消印有効）

または往復ハガキに、住所・氏
名・生年月日・電話番号、手話通訳が必
要な方はその旨を書いて、 こども青
少年局青少年課へ。
6208-8158　 6202-2710

催　　し催　　し

講座･教室講座･教室

ユネスコ無形文化遺産に登録されてい

館蔵品を通じて紹介。
11/26（日）まで9:30～17:00(入館

は16：30まで)火曜休館

新成人による「みおつくしの鐘打鐘
のつどい」参加者

特別企画展
「世界に誇る大阪の遺産
～文楽と朝鮮通信使～」

20世紀の写真芸術 学生がつくる
大阪新美術館・enocoのコレクション展

高津小学校子ども文楽
 ～伝統を未来へ～

募　　集募　　集
市営住宅の入居者

大阪港開港150年 
公文書にみる大阪港のあゆみ

にしまき かやこ講演会

第218回 市民医学講座
「続 もしかして発達障がい？対応編」

大阪市成年後見支援センター開設
10周年記念フォーラム

ギャンブル等依存症セミナー

中央卸売市場東部市場 
市場体験ツアー

年6和昭 」鹸石ブラク「 清石小
大阪新美術館建設準備室蔵

芸術・文化団体の活動を支援する、
「なにわの芸術応援募金」へご協
力をお願いします。詳しくは を
ご覧ください。
経済戦略局文化課
6469-5174　 6469-3897

文楽人形鬘見本 立兵庫
名越昭司製作
大阪歴史博物館蔵
（名越惠美子氏寄贈）

朝鮮通信使小童図
江戸時代

大阪歴史博物館蔵
（辛基秀氏寄贈）

『わたしのワンピース』
えとぶん にしまきかやこ (こぐま社)　

3万2000人のランナーが大阪城公園
をスタート、大阪の観光名所を駆け
抜けます。「大阪マラソンうまいもん
市場」やステージイベントも充実。ラ
ンナーはもちろん、ご家族や友人も、
たっぷりお楽しみいただけます。

通行止区間（コース）
大阪府庁周辺（スタート付近）

規制内容 規制時間（おおむね）

⑬恵美須
⑭塩草2
⑯玉出
⑯玉出
⑱住之江公園前
⑲南港東2
⑳南港大橋北詰
㉑南港東８
㉑南港東８
㉒大阪府咲洲庁舎北
※梅田新道・梅新東

⑭塩草2
⑮今宮工科高校南東
⑮今宮工科高校南東
⑰北加賀屋
⑰北加賀屋
⑱住之江公園前
⑲南港東２
⑳南港大橋北詰
㉒大阪府咲洲庁舎北
インテックス大阪(フィニッシュ)
⑤大江橋南詰

両方向
両方向
北行き
西行き
北行き
東行き
南行車線規制
南行き
両方向
両方向
全面

9:25～14:00
9:25～14:15
9:35～14:30
9:35～14:50
9:35～14:50
9:45～15:30
9:45～15:45
9:55～16:00
9:55～16:30
9:55～16:30
8:40～12:20

①城南
②森ノ宮駅前
③下味原
⑤大江橋南詰
⑦淀屋橋
④日本橋1
⑧新橋
⑨難波
⑨難波
⑪元町2

②森ノ宮駅前
③下味原
④日本橋1
⑥片町
⑧新橋
⑨難波
⑨難波
⑩柏楽橋西詰
⑪元町2
⑫大国

面的規制
両方向
両方向
西行き
両方向
全面
西行き
全面
両方向
全面
南行き

7:30～10:00
8:40～10:15
8:40～10:15
8:40～11:00
8:40～12:20
8:40～12:45
8:40～13:30
8:40～13:30
9:15～13:30
9:25～14:00
9:25～14:00

※　　：全車種の車両の通行が規制されます。
　　　：矢印方向の車両の通行が規制されます。
　　　：一部車線の車両の通行が規制されます。

阪神高速道路の一部出入口も規制されますのでご注意ください。

［15号堺線・1号環状線］
［1号環状線入口・湊町・なにわ筋方面出口］

※阪神高速道路１号環状線（堺方面行き）の湊町出口はご利用いただけます。

［15号堺線・堺方面入口］
［南港方面］

高 津 入 口
湊町出入口

汐見橋入口
南港中出口

］51:61～04:8）ねむおお（間時制規［      　　　　　　　覧一制規口入出速高神阪

山中伸弥教授と吉村市長

今年も走ります！

11月26日（日）11月26日（日）■車 い す■マラソン
■車 い す
■マラソン

8:55 スタート
9:00 スタート
8:55 スタート
9:00 スタート

交通規制にご協力をお願いします　
規制時間7：30～16：30頃
当日は、マラソンコースやコースに接続
する道路の車両通行禁止、自転車・歩行
者の通行制限を行います。大規模な交
通規制により、ご不便をおかけします
が、安全な大会運営にご理解とご協力を
お願いします。

大阪マラソン組織委員会事務局（交
通規制お問い合わせデスク）

　 6614-2811　 6614-2855

第7回 大阪マラソン
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