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講座･教室講座･教室

　市営すまいりんぐ（子育て応援型）・市
営すまいりんぐ・市営特定賃貸住宅の
入居者を随時募集中。7/1からは2月以
降に空家になった住宅も追加。市外居
住者・単身者も申し込み可能。ただし、申
し込みには収入などに条件があります。
大阪市住まい公社
6882-7012　 6882-7021

　泉南メモリアルパーク霊地の使用者
募集。　
募集期間：6/10～来年3/18（先着

順）※詳しくは市役所・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。
泉南メモリアルパーク管理事務所 
072-476-2332　 072-476-5771

※なお、瓜破霊園および服部霊園の霊地
使用者募集は8月頃に行う予定です。
詳細は決まり次第お知らせします。 

　対象は市内にある共同住宅、長屋、戸
建て住宅の集合で5年以内に建築、改造
され、デザイン等に優れた魅力的な住
宅、または完成後20年を経過していて

も維持管理が適切に行われ、住環境が
良好に保たれている住宅。
7/15　 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）などで配布している推薦ハガキ付き
リーフレットに必要事項を書いて送付し
てください。 からも応募できます。
都市整備局住宅政策課
6208-9228　 6202-7064

　文楽初心者向け
の、分かりやすく、
気軽に楽しめる公
演。公演前に技芸
員やゲストによる
演目の解説、文楽
の魅力を発見するトークイベントも実
施。定員各回721人（先着順）。費用
1800円（前売）ほか　
6/14（日）18：00開演、6/15（月）・

16（火）19：00開演　 中央公会堂　

　戸建住宅にお住まいの方が自分でで
きる不具合のチェックや日頃のお手入
れ、維持管理のための資金計画につい
てお話しします。定員100人（先着順）
6/27（土）13：30～16：00（個別相

談16:10～5組）
住まい情報センター
ハガキ・ファックスか持参で、住所・

氏名・年齢・電話番号・個別相談の有無
を書いて、〒530-8582（住所不要）住ま
い情報センター4階住情報プラザ「住ま

市営すまいりんぐなどの入居者

市設霊園の使用者

「第29回 大阪市ハウジング
デザイン賞」の推薦

ムムム!! 文楽シリーズ「中之島文楽」

チケットぴあ 0570-02-9999（P
コード:443-958）、ローソンチケット 
0570-084-005（Lコード:56631）、

CNプレイガイド 0570-08-9999ま
たはイープラス ホームページでお申し
込みください。
キョードーインフォメーション
0570-200-888､

経済戦略局文化課
6469-5174　 6469-3897

　大阪にゆかりのある文学者の生没の
地や文学作品の主舞台になった場所に
建立している大阪市文学碑の第1基目
(昭和55年【織田作之助｢木の都｣】）が
建立されたことを記念して、文学碑にち
なんだ講演会等を実施。定員150人（先
着順）。　 7/4（土）　 太平寺

電話・ファックスで経済戦略局文
化課へ。
6469-5176　 6469-3897

　①突然暗くなる星、復活する星、煙を
はく星。普通の星に、変な星。さまざまな

星の姿を紹介。②「天の川銀河」の大き
さや形などについて、探求の歴史を交
えながら、その正体にせまります。費用
600円ほか、定員各回300人（先着順）。
6/5（金）～8/30（日）月曜休館（休日の

場合は翌平日）※8/10（月）は特別開館
市立科学館

6444-5656　 6444-5657

　河内音頭や大阪音頭など大阪の踊り
が中心の盆踊り大会。費用1000円。
7/6（月）17：00～21：00
京セラドーム大阪
なにわの盆踊り実行委員会
6326-1855　 6326-1855

住まいのお手入れ、暮らし安心、
快適Happy♪
～自分で出来る不具合のチェックポイント
&維持管理に必要な資金を伝授します!～

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

※管理員の募集ではありません。
①長居陸上競技場ほか8施設
②長居公園ほか3施設
③長居公園地下駐車場
④城東区民センター、城東区老人福
祉センター
募集期間:①②③6/22～8/26

④7/31まで
①経済戦略局スポーツ課
6469-3870　 6469-3898

②建設局公園管理課
6469-3816　 6469-3895

③建設局管理課
6615-6486　 6615-7185

④城東区役所市民協働課
6930-9734　 6931-9999

指定管理者（事業者）

第36回 文学碑記念の集い

プラネタリウム 
①「スターズライフ
　～個性あふれる星のすがた～」 
②「天の川をさぐる」

なにわの盆踊り
IN京セラドーム2015

いのお手入れ、暮らし安心、快適Happy
（6/27）」係へ。手話通訳希望・未就学の
お子さんをお連れの場合は、6/13まで
にお問い合わせください。
6242-1160　 6354-8601

　これから夏に向けて増える食中毒の
原因と予防などについて分かりやすく解
説。定員70人。
6/25（木）14:00～16:00
6/18　 難波市民学習センター

または電話で大阪市消費者セ
ンターへ。
6614-7522　 6614-7525

　創業後間もない方や創業前の方を対
象に、ビジネスを成長軌道に乗せていく
ために必要なマーケティングや資金繰
りの知識などを、創業融資のプロが分か
りやすくお伝えします。定員80人（当日
先着順）
6/27（土）14:00～15:30
中央図書館

 6539-3302　 6539-3335

　慢性閉塞性肺疾患（COPD）に関する
講演や栄養バランス診断など。定員

「 食中毒にご用心～夏に向けて
家庭でできる予防法～」

250人（先着順）。対象:市内在住・在勤・
在学の方
7/18（土）13:00～16:00
天王寺区民センター　 7/16（手

話通訳が必要な方は6/26まで）
電話または区役所で配布（ にも

掲載）の申込書を送付・ファックス・
で、大阪市保健所管理課へ。
6647-0648　 6647-0718

　認知症について分かりやすく解説す
る講演。定員90人（先着順）。
6/25（木）14:00～15:00
弘済院 寿楽館　 6/22
電話・ファックスまたは持参で、「第

52回公開講座」希望と明記し、住所・氏
名・電話番号（ファックス番号）・受講希
望者人数を、〒565-0874吹田市古江
台6-2-1、弘済院管理課へ。
6871-8013　 4863-5351

　加齢と尿漏れについて市立大学古山
将康教授による講演。定員150人（先着
順）。
7/14（火）18:10～20:00
あべのメディックス　 6/24
往復ハガキに「第194回」と明記

し、住所・氏名・年齢・電話番号を書い
て、〒545-8586阿倍野区旭町1-5-7、
市立大学医学部庶務課へ。 からも申
し込み可。
6645-2711　 6632-7114

図書館ビジネス講座元気塾
「創業ステップアップ講座」

呼吸器講演会
「肺の生活習慣病COPD
～呼吸が楽になる
かんたんストレッチ～」

第52回 弘済院附属病院市民公開講座
「 認知症と転倒」
～認知症って転びやすいの？～

第194回 市民医学講座

建設局公園管理課　 - 　 - 総務局総務課　 - 　 -

公園事務所を再編します
　 / から、道路や下水道などを管理する方面管理事務所に公園事務所を編
入することにより、市民窓口機能の充実や緊急時の対応強化など、事業所機能
を充実させ、市民サービスの向上をめざします。なお、再編に伴い西部方面・西
南方面・城北公園事務所は6月末をもって廃止します。

大阪市戦後70年記念事業について

【キャッチコピー】 みて・きいて・つたえたい・へいわ

　大阪市では、戦後 年の節目を迎える今年度、大阪
市民、特に若い世代に戦争の悲惨さなどを伝え、改め
て平和について考えていただく機会を提供するため、
戦後 年記念事業を実施します。

シンボルマークとキャッチコピーが決まりました
　皆さんからの投票や応募により、決定しました。

戦後 年記念イラスト展　
　学童疎開をテーマとするイラストの展示

戦後 年記念コミュニティフォーラム
地域コミュニティの「きずな」の大切さをテ
ーマとした講演等

戦後 年平和祈念・大阪戦没者追悼式　
戦没者等を追悼するとともに次世代の参
加による平和祈念式典を開催

【シンボルマーク】

鶴見緑地公園事務所

真田山公園事務所

大阪城公園事務所

八幡屋公園事務所

長居公園事務所

扇町公園事務所

十三公園事務所

鶴見区緑地公園 -

天王寺区真田山町 -

中央区大阪城 -

港区田中 -

東住吉区長居公園 -

北区扇町 - -

淀川区十三元今里 - -

都島、旭、城東、
鶴見
天王寺、東成、
生野

中央、西、浪速

港、大正、西成

住之江、住吉、阿倍
野、東住吉、平野

北、福島、此花

所管行政区電話番号・FAX所在地再編後の名称

西淀川、淀川、
東淀川

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

実施予定事業（詳細は改めてお知らせします）

/ （日）

/（土）～（土）、
/ （日）､ （月）

/（水）

月初旬

戦後 年記念シンポジウム　
講演、パネルディスカッション
咲くやこの花コレクション（咲くやこの花賞
受賞者による平和をテーマとした公演）
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No.229 No.229

●児童虐待の通告・相談は、24時間365日対応の「児童虐待ホットライン 0120-01-7285（まずは一報 なにわっ子）」にお電話ください。


