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 子育て支援員研修
研修の受講・修了により、保育士の資格を持たない方
でも全国共通の「子育て支援員」として認定されると、
保育所等の保育現場で働くことができます。保育士不
足の中、保育に関心があり、共に保育を担っていただ
ける受講者を募集中。 =テキスト代（5,000円～
12,000円） 05月から（9回開催のうち1回受講（8日
間）） 1愛日会館ほか 3区役所などで配布（8にも
掲載）する募集要項をご覧ください。 4こども青少年
局保育企画課 56208-8340 66202-9050
 第12期 市民後見人養成講座 オリエンテーション
市民後見人養成講座を受講するための事前説明会。
対象は市内在住または在勤で、3/31現在24歳～68
歳の方。定員各100人（先着順）。 0①5/9（水）14：
00～16：00 ②5/12（土）14：00～16：00 ③5/17
（木）18：00～20：00 1①住まい情報センター ②社
会福祉研修・情報センター ③社会福祉センター 2①
5/7 ②5/10 ③5/15（いずれも消印有効） 34ハガ
キ・ファックス・・7で住所・氏名・年齢・電話番号・参加
希望日を書いて、〒557-0024 西成区出城2-5-20 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。 54392-8282 64392-8900

 セイコーゴールデングランプリ陸上2018大阪
 観戦チケット
世界陸上男子100メートル金メダリストのジャスティ
ン・ガトリン選手など、海外および国内の有力選手が
多数出場予定の陸上国際大会を大阪で開催。この観
戦チケットを、1,500組3,000人にプレゼント。対象は
市内在住・在勤・在学の方。 05/20（日） 1ヤンマー
スタジアム長居 25/8 38で。 4経済戦略局ス
ポーツ課 56469-3883 66469-3898

 2018春のローズツアー
バラの名所
として親しま
れている市
内のバラ園
で、開花に合
わせローズ
ツアーや講
習会を開催。
①10 靱公園：5/17（木）、18（金）10：30、14：00
～（1日2回） 456941-1144 66943-6877    
②10中之島公園：5/15（火）、16（水）10：30、14：
00～（1日2回） 456312-8121 66312-3403 
③10花博記念公園鶴見緑地：5/10（木）、11（金）
10：30、13：30～（1日2回） 456911-8787 
66911-8714

講 座・教 室

そとぼり

うつぼ

ほった たつ の すけ

と　ば　え ほくさい くによし きょうさい

 大阪城トライアスロン2018大会
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
広場ではさまざまな種目のアスリートによるトーク
ショーやスポーツ体験型イベントも実施。 06/10
（日）8：00～ 1大阪城公園ほか 4大阪城トライアス
ロン2018大会組織委員会事務局 57177-6165 
66469-3898

 地域包括支援センター運営協議会委員
高齢者が、住み慣れた地域で安心してその人らしい
生活を続けていけるよう、地域づくりを行う同セン
ターの運営等について審議する委員。対象は6/1現
在、市内在住の40歳以上で、市会議員・市職員およ
び他の審議会等の委員でない方。定員は40歳～64
歳・65歳以上、各1人。任期は6月から3年間。 
25/18（消印有効） 34「地域包括支援センター
に期待すること」をテーマにした作文(800字以内)、
別紙に住所・氏名・年齢・電話番号・性別・職業・これ
までの自身の地域活動の実績などを書いて、:福祉
局高齢福祉課へ。 56208-8051 66202-6964

　無許可で営業する民泊施設を徹底して排除するため、4月から吉村市長をトップに、  
大阪府や大阪府警と連携した「違法民泊撲滅チーム」を設置しています。違法民泊の指導
体制強化のため、環境衛生監視員の増員に加え、新たに警察官OBを配置する予定です。
　また、6/15の住宅宿泊事業法等の施行に合わせ、民泊営業の制限や市としてのルール
を「大阪市住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例」に定め、市民および宿泊者の
安全・安心を確保し、適正な民泊の運営を推進します。

●違法民泊かも？と思ったら「違法民泊通報窓口」へ。
　56647-0835（平日9：00～17：30） 66647-0733　7で受け付けます。

4違法民泊撲滅チームについて…健康局生活衛生課 56208-9981 66202-0364　　条例について…経済戦略局観光課 56469-5151 66469-3896
　民泊(旅館業法等）の許認可について…健康局環境衛生監視課 56647-0692 66647-0733

民泊の適正な運営の確保に向けて

•周辺住民や施設への事前説明
•届出住宅の公表
•外国人宿泊者の旅券の写しの保存
•苦情等には必要に応じて速やかに現地対応

●条例に定める主な内容

 特別展 「江戸の戯画-鳥羽絵から北斎、国芳、暁斎まで」
鳥羽絵とは、江戸中期から
明治時代にかけて大坂を中
心に流行した軽妙な筆致の
戯画で、時代や地域により
変化しながらも、脈々と流
れ続ける笑いのかたちをご
覧いただけます。 06/10
（日）まで9：30～17：00
（入館は閉館の30分前ま
で）月曜休館 1市立美術
館  =大人1,400円ほか 
4大阪市総合コールセンター 54301-7285 
66373-3302

歌川国芳「きん魚づくし ぼんぼん」
個人蔵

 特別展「フランス宮廷の磁器 セーヴル、創造の300年」
フランス宮廷に育まれ、時
代とともに変化し続けてき
たセーヴル磁器製作所の
300年の歴史を物語る作品
約130件を紹介。 07/16
（月・祝)まで9：30～17：00
（入館は閉館の30分前ま
で）月曜休館(7/16（月・祝）
は開館) =大人1,200円ほ
か  14東洋陶磁美術館 
56223-0055 66223-0057

 関西マスターズスポーツフェスティバル
 市長杯第62回市民柔道大会
個人で参加できる段位別の試合。申し込み方法など
詳しくは8をご覧ください。 05/27（日）10：00～ 
1講道館 25/18 =1,500円 4経済戦略局ス
ポーツ課 56469-3882 66469-3898

　合格者は、①平成31年4/1 ②平成30年10/1採
用予定。受験資格などの詳細は、8でご確認くだ
さい。 0第1次試験6/24（日） 35/8 9：00～
5/18 12：00に原則として8で。

市職員（消防吏員）

4大阪市人事委員会 56208-8545 66231-4622

試験区分

消防吏員Ａ
22歳～27歳
大学卒程度

（男）Ⅰ
（女）Ⅰ
（男）Ⅱ
（女）Ⅱ
（男）Ⅱ
（女）Ⅱ

消防吏員Ｂ
18歳～21歳
高校卒程度

35名程度
数名程度
15名程度
数名程度
15名程度
数名程度

採用予定者数

①

②

 特別企画展「なにわ人物誌 堀田龍之助
 ～幕末・近代の大阪に生きた博物家～」
幕末から活動していた博物家の堀田龍之助（1819-
1888）の残した博物学関係資料を中心に約100件を
展示し、足跡を辿ります。 06/18（月）まで9：30～
17：00（入館は閉館の30分前まで）火曜休館（5/1（火）
は開館） 14大阪歴史博物館 56946-5728 
66946-2662

ポプリ壺「エベール」セーヴル陶磁
都市所蔵 Photo © RMN-GP

制限区域 制限期間

小学校周辺100m以内 月曜正午～金曜正午

全期間

※家主居住型は除く

住居専用地域
（幅員４m以上の道路に
接する区域を除く）

情報クリップ情報クリップ
市立科学館 臨時休館（設備点検等のため）
05/29（火）～31（木） 4市立科学館
56444-5656 66444-5657

 大阪市グリーンコーディネーター育成講習会受講者
花と緑あふれる地域づくりを推進していただくグリー
ンコーディネーターとなるための講習会の受講者。受
講資格など詳しくは8をご覧ください。定員24人程
度。 06月～来年2月 1花と緑と自然の情報センター
ほか 25/18 3区役所、公園事務所で配布（8にも
掲載）する申込書に必要事項を書いて、建設局緑化課
へ。 4建設局緑化課 56469-3853 66469-3895

市としての
ルール

民泊の営業が
制限される
区域と期間


