編集/大阪市政策企画室

06-6208-7251

06-6227-9090

〒530-8201 大阪市北区中之島1-3-20

※

特に記載のないものは市外局番
「06」
です。

重大な児童虐待ゼロへ

ご意 見をお聴かせください
以下の案は、区役所、市民情報プラザ
（市
役所1階）、大阪市サービスカウンター
（梅田・難波・天王寺）
、 などでご覧いた
だけます。ご意見は、送付・ファックス・ ・
持参でお寄せください。

「【仮称】市政改革計画
（令和2〜5年度）
」
（素案）
閲覧・応募期間：2/17〜3/16
市政改革室改革プラン推進担当
6208-9885
6205-2660

「大阪市人口ビジョン
令和2年3月更新」
（素案）
閲覧・応募期間：2/17〜3/16
政策企画室政策調査担当
6208-9723
6202-5620

「第2期大阪市まち・ひと・しごと
（素案）
創生総合戦略」
閲覧・応募期間：2/17〜3/16
政策企画室政策調査担当
6208-9723
6202-5620

「大阪市社会的養育推進計画
（令和2年度〜令和11年度）
（案）
」
閲覧・応募期間：2/28まで
こども青少年局こども家庭課
6208-8032
6202-6963

市営住宅と店舗等の入居者
公営住宅、改良住宅、中堅所得者層向け
住宅
（再開発住宅、特別賃貸住宅、市営す
まいりんぐ〈子育て応援型〉）、市営住宅
附属施設の店舗等の入居者。申し込みに
は収入などの条件があります。
2/17
（送付の場合は消印有効）
2/3から または住情報プラザ、
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込みのしおりをご
覧ください。
大阪市住まい公社募集担当
6882-7024
6882-7021

自衛官候補生
対象は18歳以上33歳未満の方。
必要書類
（自衛隊窓口かホームページで
入手可）
を持参または送付で、
〒540-0008
中央区大手前4-1-67 大阪合同庁舎2号館
3階、自衛隊大阪地方協力本部へ。申し込
みなど詳しくは自衛隊大阪地方協力本部
中央地区隊 6942-0743にお問い合わ
せください。
市民局区行政制度担当
6208-7324
6202-7073

「大阪市 性の多様性尊重大賞」
の応募者
LGBTなどの性的マイノリティが直面して
いる課題等の解消や、SOG I 差別解消に向
けた活動に対する功績が顕著であると認
められる個人、学校、事業者など。応募方法

など詳しくは をご覧ください。
3/31
に掲載の応募様式に必要事項を
書いて、
持参・送付・ で、
〒550-0012 西区
立売堀4-10-18 阿波座センタービル1階、
大阪市人権啓発・相談センターへ。
6532-7631
6532-7640

特別展
「猿描き狙仙三兄弟
― 鶏の若冲、カエルの奉時も」
じゃくちゅう

江戸時代の大
坂 で 活 躍し
た、
「 もふもふ
感 」あ ふ れ る
猿の絵で名高
い 森 狙 仙 と、
その兄である
陽 信・周 峰 の
活動を振り返
ります。また、
猿猴図（部分）
鶏・蛙・虎など
森狙仙筆 大阪歴史博物館蔵
の動物画を得
意とした京都や大坂の絵師も紹介。
2/26（水）〜4/5（日）9:30〜17:00
※会期中の金曜は20:00まで
（入館は閉館
の30分前まで）
、火曜休館
大人1,000円ほか
大阪歴史博物館
6946-5728
6946-2662

国際イノベーション会議
「Hack Osaka 2020」

大阪割烹体験2020

世界で活躍する起業家やイノベーションの
事例を紹介。また、国内外の起業家がビジ
ネスプランを競うコンテストや、ベンチャー
企業による製品展示なども同時開催。
2/27
（木）
13:00〜18:00
グランフロント大阪
2/25 17:00
ホームページで。
経済戦略局イノベーション担当
6615-3017
6615-7433

2020国際親善女子車いす
バスケットボール大阪大会

第15回大阪アジアン映画祭

食いだおれの街・大阪が育んだ割烹の魅
力を、特別価格で堪能できます。詳しくは
ホームページをご覧ください。
2/3
（月）
〜27
（木）
府内の割烹料理店
（約50店舗）
大阪割烹体験事務局
6442-8444
03-3500-9757

OSAKAシティウオーク
第3回大会「幕末維新の歴史を歩く」

アジア各国の話題の最新映画をさまざま
な会場で一挙上映。各国からゲストを迎
え、質問コーナーやサイン会などのイベン
トも開催。詳しくは公式ホームページをご
覧ください。
3/6
（金）
〜15
（日）
ABCホールほか
大阪アジアン映画祭運営事務局
4301-3092
4301-3093

女子車いすバスケットボールの世界トップ
レベルの各国代表チームによる国際交流
試合を開催。
2/14
（金）
〜16
（日）
丸善インテックアリーナ大阪
（中央体育館）
国際親善車いすバスケットボール大阪
大会実行委員会事務局
6606-1631
6606-1638

ムムム！
！文楽シリーズ
「春まつり文楽 in TWIN21」

従来のショート・ロングコースのほか、上質
な姿勢と歩き方などを学び、美しい体型を
作っていく、美容やアンチエイジングを
テーマとしたエンジョイコースも実施しま
す。小学生以下は保護者同伴、車いすをご
利用の方は介添者同伴。
3/15
（日）
9:50スタート
大阪城公園ほか
事前申し込み：600円ほか
3/6
ホームページまたはハガキ・ファック
スに、住所・氏名・年齢・電話番号・
「第3回
大会」
・参加コースを書いて、
〒530‐0037
北 区 松ヶ枝 町 6 - 17 第 7 新 興ビ ル 9 階 、
OSAKAシティウオーク2019事務局へ。
6809-2220
4800-7201

特別展
「改組 新 第6回日展」
日本で最も歴史と伝統のある公募展。日本
画、洋画、彫刻、工芸美術、書からなる5部
門の作品を展示。大阪展では、大阪・兵庫・
奈良・和歌山に在住する会員作家や入選者
の作品を展示します。
2/22（土）
〜3/22（日）9:30〜17:00
（入館は16:30まで）
、月曜休館
（月曜が祝
日の場合は翌平日）
市立美術館
大人1,000円ほか
大阪市総合コールセンター
4301-7285
6373-3302

違法民泊かな？
違法民泊通報窓口
昨年度の様子

文楽の解説やミニ公演などを盛り込んだ、
初心者でも楽しめる公演。終演後には人形
遣い・太夫・三味線の体験も
（当日先着順）
。
3/5
（木）
18:00〜19:00
3/6
（金）
12:30〜13:30
ツイン21アトリウム
（中央区）
経済戦略局文化課
6469-5176
6469-3897

と思ったら

66476647-0835
7 0835（平日9:00〜17:30）
ryokan2016@city.osaka.lg.jp
k n2016@city.osaka.lg.jp

24時間365日対応の
児童虐待の通告・相談は、

「児童虐待ホットライン」
（まずは一報 なにわっ子）

0120- 01-7285

にお電話ください。

