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
市職員

地区計画原案の縦覧等
大手前地区地区計画の決定
（中央区）
A縦覧：9/11まで
意見書の受け付け：9/18まで
F都市計画局都市計画課
G6208-7891 H6231-3751

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：10/4
D9/1 9:00〜9/10 12:00に原則 Iで。
試験区分

環境影響評価図書の縦覧等
①大阪第6地方合同庁舎
（仮称）
ヘリポート
設置事業環境影響評価準備書②うめきた
2期地区開発事業
（北街区・南街区）
環境影
響評価書③梅田1丁目1番地計画事後調
査報告書
A縦覧：9/28まで
意見書の受け付け：①10/12まで
E 縦覧：環境局環境管理課または①中央
区役所ほか②北区役所ほか
意見書提出先：①環境局環境管理課ほか
F環境局環境管理課
G6615-7938 H6615-7949

採用予定者数

事務行政
（26歳〜34歳）

25名程度

大学卒程度・社会人等技術

70名程度

社会福祉[社会人経験者］

30名程度

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〉）
の入居者。申し
込みには収入などの条件があります。
（送付の場合は消印有効）
C9/16
9/3から
D
I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。
F大阪市住まい公社募集担当
G6882-7024 H6882-7021

なにわの芸術応援募金
市民の思いを尊重した芸術・文化団体への
活動支援を推進するため寄附金を募集し
ています。申込方法など詳しくは Iをご覧
ください。
F経済戦略局文化課
G6469-5174 H6469-3897

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：9/30まで
DF財政局財源課
G6208-7733 H6202-6951

Do Sports Fes 2020

Ⓒ Satoshi TAKASAKI / J TU
そとぼり

大 阪 城 の 東 外 濠を泳 ぎ 、大 阪ビジ ネス
パークを自転車で駆け抜け、大阪城公園内
を走る画期的な大会。太陽の広場ではス
ポーツ体験型イベントも開催。
（日）
8:00〜 ※スポーツ体験型
A 10/11
イベントは10:00〜
E大阪城公園ほか
F経済戦略局スポーツ課
G6469-3882 H6469-3898

中止した
「大阪市
長杯世界スーパー
ジュニ ア テ ニ ス
選手権大会」
に代
わって、今年は杉
山愛さんをゲスト
にお招きし、
トー
杉山
クイベント、テニ
スクリニックやスポーツ体験を開催。
（日）10:00〜16:00
A10/18

昨年のDo Sports Fes 2019の様子

モデル・女優の中条あやみさんをゲストに
お招きし、
トップチームのアスリートなど
から指導を受けられるサッカーやバスケット
ボールなど、さまざまなスポーツの体験

特集展示 な に わ
「没後50年 浪華の女性画家
島成園」

今年の秋は火星がふたたび地球に近
づきます。夜空で明るく輝く火星がど
のような星なのか紹介します。定員各
回95人
（先着順）
。

②市立小・中学校のスクールサポートスタッフ

家庭用教材等の印刷、保護者への連絡業務や
教室内の消毒作業など、教職員のサポート

F教育委員会教職員人事担当
①G6208-9125 ②G6208-9121 H6202-7053
③市立小・中学校の学力向上支援サポーター
授業
（体育以外）
・朝の学習・放課後の学習支援や長期休業中の補習など

(c) 長崎訓子/NASA

（ 約45分
A 9/2（水）〜11/29（日）
間、入替制）
、月曜休館
（月曜が祝日の
場合は翌平日）
B大人600円ほか
EF市立科学館
G6444-5656 H6444-5657

水道記念館で楽しく学ぼう！
わくわく水フェスタ

教科の授業など

F教育委員会教育活動支援担当
G6208-9039 H6202-7055

「火星ふたたび接近中！」

うつぼ

①市立小・中学校で勤務する常勤講師または非常勤講師
（要教員免許状）

業務内容

プラネタリウム
ム

愛さん

応募資格や勤務条件など詳しくは Iをご覧ください。

業務内容

関 西 の 実 業 家・
山口謙四郎氏よ
り寄贈された作
品群
「山口コレク
ション 」の 中 か
ら、中 国 の 石 造
彫刻を中心に中
国南北朝時代
（5
〜6世紀）
の仏像
･ 道 教 像を展 示 石造 道教三尊像 北魏・延昌四年（515）
大阪市立美術館蔵
（山口コレクション）
します。
（日）
まで9:30〜17:00
（入館は
A10/11
16:30まで）、月曜休館（9/21（月・祝）
は
開館）
B大人300円ほか
EF市立美術館
G6771-4874 H6771-4856

「宇宙ってどんなもの？「
」いつ始まった
の？」
など大昔から誰もが抱いてきた
宇宙の不思議についてお話しします。
定員各回95人
（先着順）
。

子どもたちの学びをサポートするスタッフを募集しています

業務内容

コレクション展
「中国の石造彫刻」

「眠れなくなる宇宙のはなし」

UTSUBOテニスフェス

EI TC靱テニスセンター
C9/30
DテニスクリニックはIで。
F経済戦略局スポーツ課
G6469-3883 H6469-3898

市設北霊園、
瓜破霊園の霊地使用者
北霊園82区画、194霊地、瓜破霊園92区
画、196霊地。
A募集期間：10/2〜13
D 市役所・区役所・大阪市サービスカウン
ター（梅田・難波・天王寺）
などで配布する
パンフレットをご覧ください。
（一財）
環境事業協会
F
G6777-2001 H6264-8181

大阪城トライアスロン2020大会

F大阪市人事委員会
G6208-8545 H6231-4622

ネーミングライツパートナー
市営住宅の入居者

プログラムや抽選会を開催。詳しくはIを
ご覧ください。
（日）
A10/18
Eヤンマースタジアム長居、長居球技場
C9/22
DIで。当日参加も可能です。
F経済戦略局スポーツ課
G6469-3883 H6469-3898

島成園 無題 大正7年（1918） 大阪市立美術館蔵（森本美津子氏寄贈）

大正期の大阪を駆け抜けた女性日本画
家・島成園の没後50年にあたり、所蔵する
作品を通して彼女の画業を振り返ります。
（土）
〜10/11（日）
9:30〜17:00
A 9/5
（入館は16:30まで）
、月曜休館
（9/21
（月・
祝）
は開館）
大人300円ほか
B
EF市立美術館
G6771-4874 H6771-4856

幼児〜小学生を対象に、水に関するワーク
ショップや体験型のイベント、謎解きなど
を開催。定員各回40人
（事前予約制）
。
・20（日）
・11/7（土）
・8
（日）
A 9/19（土）
各日①10:00〜12:00、
②13:00〜15:00
E水道記念館
D 各開催日の2週間前の日曜17:00まで
に Iで。
F水道局総務課
G6616-5404 H6616-5409
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。

