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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
市職員
合格者は来年4/1採用予定。受験資格な
ど詳しくはIをご覧ください。
（日）
A第1次試験日：9/27
D8/5 9:00〜8/21 12:00に原則 Iで。
試験区分

豊臣家の栄枯盛衰を見つめた大阪城

豊国踊りと河内音頭
す ご ろく

〜 出世双六太閤記 〜

大坂冬の陣図屏風
（デジタル想定復元）
完成記念
夏の展示 大坂冬の陣・夏の陣図屏風 〜豊臣vs 徳川 激闘の記憶〜

採用予定者数

大阪城天守閣がデジタル想定復
元プロジェクトに協力した大坂冬の
陣図屏風(凸版印刷株式会社蔵)を、
関西で初公開します。
まで9:00〜17：00
A 10/7（水）
（入館16:30まで）

事務行政
（18歳〜21歳）
[高校卒程度] 25名程度
技術

都市建設
［主に土木］ 10名程度
機械

数名程度

電気

数名程度

（男）
Ⅰ

30名程度

（女）
Ⅰ

数名程度

［高校卒程度］

消防吏員Ｂ

（18歳〜21歳）
［高校卒程度］

司書

数名程度

学校事務[高校卒程度］

30名程度

事務職員 障がい者対象[高校卒程度］ 10名程度

F大阪市人事委員会
G6208-8545 H6231-4622

生活援助サービス従事者研修の
受講者
支援が必要な高齢者の家
事をサポートする
「生活援
助型訪問サービス」の従
事者になるための研修受
講者。対象は市内在住ま
たは市の指定を受けた生活援助型訪問
サービス事業所で雇用
（予定も含む）
され
ている方。来年3月まで毎月開催。受講後、
簡易な試験があります。定員各40人
（先着
順）
。詳しくは Iをご覧ください。
0120-16-8351へ。
D未来ケアカレッジ
F福祉局介護保険課
G6241-6310 H6241-6608

自衛官候補生
対象は18歳以上33歳未満の方。
（自衛隊窓口かホームページで
D必要書類
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 G6942-0743にお問い合わ
せください。
F市民局区行政制度担当
G6208-7321 H6202-7073

豊国踊りの様子

企画展示 秀吉 天下人への足どり
〜資料と写真でたどる〜

大坂の陣400年をきっかけに再現され、大
阪城の新たな夏の風物詩となりつつある
豊国踊り。皆さんぜひご参加ください。
（土）
18:00〜19:30
A8/8
E大阪城天守閣前本丸広場
F大阪城天守閣
G6941-3044 H6941-2197

豊臣秀吉は数々のライバルを退け天下統一を成しとげました。
今回は、
こうした秀吉の出世の歩みにかかわる資料を、ゆかりの
地の写真とともに紹介します。
（木）
まで9:00〜17：00
（入館16:30まで）
A10/8
B入館料：大人600円
EF大阪城天守閣 G6941-3044 H6941-2197

特集展示
「新発見！なにわの考古学2020」

昨 年 度に市 内 で
E中央公会堂ほか
行 わ れた 発 掘 調
DF大阪クラシックコールセンター
査の最新成果を、
G6210-2454 H6469-3897
出土した遺物と写
（受付時間：9：00〜19:00 ※9/11までは平
真 パ ネ ル などで
日のみ）
紹介します。
瀬戸内地域産の瓦質土器
A 8 / 2 6（ 水 ）〜
江戸時代
（19世紀）
オータム・チャレンジ・スポーツ
11/9
（月）
9:30〜
広島藩大坂蔵屋敷跡
2020
大阪市教育委員会蔵
17:00 ※11/6
（金）
は20:00まで（入館は閉館の30分前ま
10/18
（日）
にヤンマースタジアム長居お
で）、火 曜 休 館（ 火 曜 が 祝日の 場 合は翌
よび長居球技場で開催する
「Do Sports
平日）
Fes2020」
などの大規模イベントをはじめ、
B大人600円ほか
市内各所でさまざまなスポーツが楽しめま
EF大阪歴史博物館
す。詳しくは Iをご覧ください。
G6946-5728 H6946-2662
A9月〜12月
（市内スポーツセンターなど）
E市内各所
経済戦略局スポーツ課
F
大植英次プロデュース
G6469-3883 H6469-3898
大阪クラシック2020
プロの楽団による一流のクラシック音楽を
気軽に楽しめます。今年は、低価格
（1,000
円ほか）
コンサートと無料動画配信コン
サートを開催。チケット販売方法や動画視
聴方法など、詳しくは8月中旬に Iでお知
らせします。
（日）
〜19
（土）
A9/13

9/9 は「救急の日」です
救急安心センターおおさか
突然の病気やケガで救急車を呼ぶかどうか迷ったとき
は、
「救急安心センターおおさか」
までお電話を。24時間・

第9回

大阪880万人訓練

災害が起こったときに、
一人ひとりがさ
まざまな情報源から必要な情報を認
識し、行動できるようにするため、大阪
府全域で一斉防災訓練を実施します。

G#7119 または 6582-7119

（金）
9:33 大阪府全域 9:35 大阪市全域
A9/4

防災行政無線
（屋外スピーカー）
発信

を見ることができるアプリです。いざと
いうときに備えておきましょう。
F消防局救急課

G4393-6633

H4393-4750

プラネタリウム
「学芸員スペシャル」

市立科学館 天文学芸員

（金）9:20 880万人訓練開始案内
A9/4
9:30 緊急地震速報の訓練放送
9:35 大津波警報の訓練放送
防災行政無線の放送内容は、防災行政無線テレホンサービス
（G6210-3899）
でも確認できます。
F危機管理室危機管理課

G6208-7388

臨 時 休 館 の お 知 ら せ
市立科学館
（火）
A9/1
市立科学館
EF
G6444-5656 H6444-5657

緊急速報メール・エリアメールの発信

いつでもすぐに動画で応急手当の方法

②12:00〜13:30、
③14:00〜15:30
E水道記念館
D8/9 17:00までに Iで。
F水道局総務課
G6616-5404 H6616-5409

流星、太陽、恒星、銀河・宇宙論、観測、歴
史、気象など、各天文学芸員がそれぞれの
個性・分野・時事に応じた内容で投影・解説
水道記念館で楽しく学ぼう！
します。定員各回95人
（先着順）
。
わくわく水フェスタ
A 毎週土日16:00〜、月曜休館（8/10
幼児〜小学生を対象に、水に関するワーク （月・祝）
は開館）
ショップや体験型のイベント、謎解きなどを
B大人600円ほか
開催。定員各回30人
（事前予約制）
。
EF市立科学館
8/22
（
土）
・
23
（
日）
各日①10:00〜11:30、
A
G6444-5656 H6444-5657

365日、
救急医療相談や救急病院を案内します。

「救命サポートアプリ」

革包伊予札菱綴二枚胴具足
（伝 仙石秀久所用）

H6202-3776

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。

児童虐待防止PR動画は
こちら

