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
市営福祉目的住宅の入居者
ひとり親、高齢者、障がい者向けの各住宅
計684戸の入居者。
D 11/17〜26にお住まいの区の保健福
祉センターへ。
Fひとり親住宅：こども青少年局こども家庭課

G6208-8035 H6202-6963
高齢者向け住宅：福祉局高齢福祉課
G6208-8060 H6202-6964
障がい者向け住宅（身体・知的障がい）
：
福祉局障がい福祉課
G6208-8081 H6202-6962
障がい者向け住宅（精神障がい）
：大阪市
こころの健康センター
G6922-8520 H6922-8526

ネーミングライツパートナー
市が所有する施設等のスポンサーになっ
ていただける事業者「ネーミングライツ
パートナー」
を募集します。詳しくはIをご
覧ください。
A募集期間：来年1/22まで
DF 財政局財源課
G6208-7733 H6202-6951

オータム・チャレンジ・スポーツ
2020トライスポーツ

大阪城、中之島、八軒屋浜、船場など、偉大
な大阪の歴史に触れるコースを歩きます。
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。
（日）9:30から随時スタート
A12/6
（最終受付は12:00）
E大阪城天守閣前本丸広場ほか
B事前申し込み：600円ほか
C11/30
D ホームページまたはハガキ・ファックス
で、住所・氏名・年齢・電話番号・
「第2回大
会」
を書いて、
〒541‐0047 中央区淡路町
4-5-4 京音ビル2階
「OSAKAシティウオー

イベント盛 りだくさん！

秋の大阪城へ GO！
大阪城天守閣の卒寿
11/7は昭和6年に市民の皆さんの寄附金により大阪城天守閣が復興した日。
本年数え年90歳の卒寿を迎えた天守閣の誕生日を当日入館の皆さんとお祝
いします。入館時、先着2,000人に登閣証明書を配布します。
（土）
9:00〜
A11/7
E大阪城天守閣
B入館料：大人600円

過去の様子

フットサルや体操など5つのスポーツを体
験し、体を動かすことの楽しさを実感でき
るイベント。対象は5歳児〜小学4年生。
申込方法など詳しくはホームページをご
覧ください。定員各回100人。
（土）
10:00〜12:10、13:30〜
A 12/12
15:40
C11/10
（中央体
EF 丸善インテックアリーナ大阪
育館）
G6576-0800 H6576-0080

スポーツ体験
てんしば #ちょこエク
ヨガやフラフープな
どの自宅でできるエ
クサ サ イ ズ を はじ
め、普段あまり使わ
ない部分を動かすト
ランポリンなどのス
ポ ーツを 体 験 でき
るイベント。種目ご
との 開 催 時 間や 定
員など詳しくはIをご覧ください。
（日）
9:00〜16:00※雨天中止
A11/22
てんしば
E
F経済戦略局スポーツ課
G6469-3863 H6469-3898

OSAKAシティウオーク
2020-2021第2回大会

大阪・光の饗宴 2020

ク事務局」
へ。当日参加も可能です。
F経済戦略局スポーツ課
G6469-3883 H6469-3898

特別展「埋忠〈UMETADA〉
桃山刀剣界の雄」
桃山時代の刀剣界に登場
し、刀剣・刀装具の制作から
刀身彫刻、刀絵図の作成ま
うめ た だ

で、
多大な功績を残した埋忠
一門。彼らがかかわった珠
玉の名刀群を通して、謎多
き一門の実態に迫ります。
（月）
まで
A12/14
9:30〜17:00
重要文化財 短刀 銘 山城国西陣住人埋忠明寿
慶長十三年三月日／所持埋忠彦八郎重代 個人蔵

御堂筋イルミネーション

今年は、
「希望の光」
をテーマに
「大阪・光の饗宴2020」
を実施。全長約4kmにわたる御堂筋イルミネーション

豊臣秀吉が初めて城主となった滋賀・長浜城周
辺や当時の豊臣秀吉にまつわる伝統芸能を上演
し、ゆかりの地の魅力を紹介します。
（土）
〜23
（月・祝）
11:00〜16:00
A11/21
E大阪城天守閣前本丸広場
長浜曳山祭「三番叟」の様子

テーマ展 秀吉の生涯
日本史上、屈指の人気と知名度を誇る豊臣秀吉。
数々の名品を通して豊臣秀吉の生涯を追い、魅
力の尽きないその人物像に迫ります。
（日）
まで9:00〜17:00
（入館は16:30まで）
A11/29
E大阪城天守閣
B入館料：大人600円
F大阪城天守閣 G6941-3044 H6941-2197

※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
（火曜が祝日の
場合は翌平日）
B大人1,900円ほか
Dローソンチケット G0570-000-034
で日時指定券をお求めください。
EF大阪歴史博物館
G6946-5728 H6946-2662
て んぴょうらい さん

特別展「 天 平礼賛 」
日本美術の古典とみ
なされている天平美
術の名品とともに、
刺
激を受けた後世の作
品 を 紹 介 。絵 画・彫
刻・工芸・書蹟などさ
まざまな分野に見ら
れる天平礼賛の歴史
を体感できます。
重要文化財 執金剛神立像
A 12/13（日）まで
快慶作 木造 鎌倉時代
13世紀 京都・金剛院
9:30〜17:00
（入館
は16:30まで）、月曜（11/2（月）
・23（月・
祝）
は開館）
・11/24
（火）
は休館
E市立美術館
B大人1,500円ほか
F大阪市総合コールセンター
G4301-7285 H6373-3302

ECO縁日2020

では、
新型コロナウイルス感染症の早期収束への願い
が込められた
「折り鶴」
のモチーフツリーも設置します。
皆さんもこのツリーにそれぞれの願いを込めながら、
幻想的な雰囲気をお楽しみください。
（火・祝）
〜12/31
（木）
17:00頃〜23:00
A11/3
御堂筋
（阪神前交差点〜難波西口交差点）
E
F経済戦略局観光課 G6469-5166 H6469-3896

駆け上がれ！秀吉 〜大阪城の秋まつり2020〜

モチーフツリーのイメージ

花博記念公園鶴見緑地で開催していた
ECO縁日を、今年はWeb上で開催。環境
活動団体の紹介や環境に関するライブイ
ベントなどを行います。詳しくはなにわエ
コスタイルホームページをご覧ください。
（月）
まで
A11/30
F環境局環境施策課
G6630-3491 H6630-3580

富士御神火文黒黄羅紗陣羽織

特別展「黒田泰蔵」
静ひつな白磁の
造形で世界的に
知られる黒田泰
蔵の作品約60
点を展示。
（土）
〜
A11/21
来年7/25
（日）
9 : 3 0 〜 17:00
（入館は16:30ま
で）
、
月曜
（月曜が
祝日の場合は翌
平日）
・12/29
（火）
黒田泰蔵 壺 2019年 白磁
東洋陶磁美術館所蔵
〜1/3
（日）
は休館
（孫泰蔵氏寄贈）
B大人1,400円ほか
EF東洋陶磁美術館
G6223-0055 H6223-0057

企画展「景聴園×今昔館
描きひらく上方文化」
関西出身の日
本画グループ
「景聴園」
が、今
昔館の所蔵品
から 着 想 を 得
て 制 作した 新
作などを展示。
上 方 で 発 展し
てきた 都 市 文
化が持つ奥深
松平莉奈「菌菌先生」
2016年
い 世 界 をご 覧
ください。
（水）
〜23
（月・祝）
10:00〜17:00
A 11/4
（入館は16:30まで）
、火曜休館
B企画展300円ほか
EF大阪くらしの今昔館
G6242-1170 H6354-8601

