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おおさか掲 示 板

市職員採用試験を実施します

4大阪市人事委員会 56208-8545 66231-4622

■第1次試験…10/11(日) ■申込期間…9/1 9:00〜9/11 12:00 ■申込方法…原則として8から。
試験区分

採用予定者数

事務行政
（26-34）

50 人程度

社会人
経験者

社会福祉

受験資格
昭和 56 年 4 月 2 日から平成 2 年 4 月 1 日までに生まれた方
（職歴および学歴は問いません）
次の①〜③をすべて満たす方（学歴は問いません）
① 昭和 31 年 4 月 2 日以降に生まれた方
② 社会福祉施設または福祉事務所等における相談業務等での在職期間が、平成
22 年 9 月 1 日から平成 27 年 8 月 31 日までの間に継続して 2 年以上（平成 27 年
8 月 31 日現在）ある方
③ 社会福祉主事任用資格を有する方または採用予定日までに取得する見込み
の方

55 人程度

次の①および②を満たす方
①昭和 50 年 4 月 2 日から平成 8 年 4 月 1 日までに生まれた方
②司書資格を有する方または採用予定日までに取得する見込みの方
（職歴および学歴は問いません）

司書

数人程度

保育士 A
［大学卒程度］

数人程度

次の①および②を満たす方
①昭和 56 年 4 月 2 日から平成 6 年 4 月 1 日までに生まれた方
②保育士資格を有する方または採用予定日までに取得する見込みの方

10 人程度

次の①および②を満たす方
①昭和 56 年 4 月 2 日から平成 8 年 4 月 1 日までに生まれた方
ただし、学校教育法による大学（短期大学を除く）を卒業（見込み）の方およびこれ
に相当すると人事委員会が認める方を除く
②保育士資格を有する方または採用予定日までに取得する見込みの方

保育士 B
［短大卒程度］

◎合格者は平成28年4月1日採用予定です。◎日本国籍を有しない方も受験できます。
◎申込方法や試験内容などの詳細は、8でご確認ください。

大坂の陣400年天下一祭 夏の陣2015
大阪城コアイベント グランドフィナーレ！

9月末の大阪城コアイベント終了ま
で、①通常非公開の重要文化財である
えんしょうぐら
やぐら
千貫櫓・多聞櫓・乾櫓・焔硝蔵が見られ

る櫓特別公開（費用大人700円ほか）
や、②豊国踊りなどの西の丸ステージで
盛り上がろう！
0①9/19
（土）
〜23
（水・祝）
・26
（土）
・27
（日）10：00〜16：30（入場券販売は
15：30まで）
②9/26
（土）
11：00〜17：00
4大坂の陣400年プロジェクト実行委
員会事務局
56615-6312 66210-9316
はつ じ ろう

特別展「海峡を渡る布 −初公開 山本發次郎
染織コレクション ふたつのキセキ−」
さら さ

大阪新美術館建設準備室所蔵の更紗
と絣のコレクションを初めて一堂に展
しゅうしゅう
示。山本による蒐集の 軌跡 、そして蒐
かすり

集品が戦禍を免れ伝来した 奇跡 、ふ
たつの キセキ にご注目ください。費用
大人1000円ほか。
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09/9
（水）
〜10/18
（日）
9：30〜17：00

※金曜は20：00まで
（入館は閉館30分
前まで）
火曜休館
（休日の場合は翌平日）
14大阪歴史博物館
56946-5728 66946-2662

特別展「伝説の洋画家たち 二科100年展」

二科展が第100回を迎えるのを記念

して、過去の二科展出品作を通じて二科
100年の歩みを振り返ります。費用大人
1300円ほか。
09/12
（土）
〜11/1
（日）
9：30〜17：00
（入館は16：30まで）※9/14（月）
・28
（月）
・10/5（月）
・13（火）
・19（月）
・26
（月）
休館 1市立美術館
4大阪市総合コールセンター
54301-7285 66644-4894

特別展「新発見の高麗青磁‐
韓国水中考古学成果展」

近年の調査によって発見された海底
出土資料を中心に、高麗青磁に関する
最新の研究成果を、韓国国立海洋文化

財研究所の協力を得て日本ではじめて
紹介。費用大人1200円ほか。

09/5（土）〜11/23（月・祝）9：30〜
17：00（入館は16：30まで）月曜休館
（休日の場合は翌平日）
14東洋陶磁美術館
56223-0055 66223-0057

ECO縁日2015

環境に関する体験型ブースや、地産
地消・オーガニックのエコマルシェ、ス
テージショーなどを開催。
09/22（火・休）11：00〜16：00
※小雨決行、荒天の場合翌日。
1花博記念公園鶴見緑地噴水広場周辺
4ECO縁日2015事務局
56915-5820 66915-5824

水探検隊
「水の流れツアー」

浄水場や下水処理場などの見学と水
陸 両 用バスによる大 川 周 遊を通して
「水」について学びます。対象は市内在
住・在学の小学生以上（小学生の場合は

0は[日時・期間]、1は[会場]、 2は[締め切り]、3は[申し込み]、4は[問い合わせ]、8は[大阪市ホームページ]、7は[Eメール]、
:は[〒530‑8201 大阪市北区中之島1‑3‑20 大阪市役所内]を表します。56特に記載のないものは、市外局番
「06」
です。

保護者同伴）
。
定員70人。
010/17
（土）
9：00〜16：00
29/25 1柴島浄水場ほか
「水の流れツアー参加
34往復ハガキに、
希望」
と明記し、参加者全員（4人まで）の
氏名（フリガナ）
・年齢（在学の場合は学校
名）
・代表者の氏名・住所・電話番号を書い

て、
〒559-0034 住之江区南港北2-1-10
ATC ITM棟6階、
建設局調整課へ。
56615-7586

66615-7690

映画「めぐみ〜引き裂かれた家族の
30年〜」上映会

昭和52年、中学1年生だった横田め
ぐみさんが、学校からの帰宅途中に北
朝鮮当局により拉致された事件を中心
に、拉致問題の経緯や被害者ご家族の
救出活動などを描いたドキュメンタリー
映画。
アニメ
「めぐみ」も同時上映。定員
200人
（先着順）

010/3
（土）
13：30〜16：00
1中央図書館 4市民局人権企画課
56208-7619 66202-7073

大阪動物愛護フェスティバル2015
in大阪市中央公会堂

一般家庭の長寿犬、
長寿猫や動物園の

長寿動物に対する表彰、
動物愛護に関す
る講演などを行います。
定員500人。
09/12
（土）
13：30〜16：30
1中央公会堂 4健康局生活衛生課
56208-9996 66232-0364

プ レ ゼ ント
①大阪市長杯2015世界スーパー
ジュニアテニス選手権大会
②第41回社会人野球日本選手権大会
観戦チケット

10/1
（木）
天王寺公園エントランスエリアが
リニューアルオープン！

リニューアル整備を進めていた天王寺公園エントランスエリ
ア
（愛称：てんしば）
は、
芝
生広場やドッグラン、
フッ
トサルコートなど多彩な
テナントが誕生し、周辺
地域をつなぐ交流拠点
へと生まれ変わり、訪れ
た人に公園とまちの新た
な楽しみ方を提供します。
■リニューアルオープン 010/1（木）9：30〜
リニューアルの詳細など、
詳しくは8をご覧ください。
4経済戦略局観光課 56469-5124 66469-3896

天王寺動物園100周年記念イベント

開園100周年を迎えた天王寺動物園。1/1にはお誕生日

会を開催し、皆さんにお祝いしていただきました。10月はそ
の感謝の気持ちを込めて、記念イベントを開催します。
また、
天王寺公園エントランスエリアからつながる新ゲートもオー
プンします。ぜひお越しください。
■園内イベント
10/3（土）、4（日）
には
「ZOOコンサート」など、お楽しみイ
ベントが盛りだくさん！
■秋のナイトZOO
夏に実施したナイトZOOが10/9（金）
〜11（日）
に再登場！
秋の夜長に夜の動物園をお楽しみください。

4天王寺動物公園事務所 56771-8401 66772-4633

①世界ジュニアテニス9大大会のひとつ
である本大会のチケット
（チケットプレゼン
ト対象日：10/17
（土）
、
18
（日）
のいずれか
入場可）
を、
500組1000人の方に、
②社会

人野球最高峰の大会のチケット
（期間中1
回入場可）を300組600人にプレゼント。
対象は市内在住・在勤・在学の方。

0①10/12
（月・祝）
〜18
（日）
②10/26
（月）
または30
（金）
〜11/9
（月）
うつぼ
1①靱テニスセンター
②京セラドーム大阪
2①9/28 ②10/13
437または往復ハガキで、住所・氏
名・電話番号・市内在勤の方は勤務先名、

市内在学の方は学校名を書いて、
〒553-0005 福島区野田1-1-86 業務管
理棟9階、
経済戦略局スポーツ部①
「SJT
チケットプレゼント」②「社会人野球チ
ケットプレゼント」
係へ。
56469-3883 66469-3898

情 報クリップ
下水道科学館 防災展
09/5
（土）
〜13
（日）
9：30〜16：00 ※月曜休館
14下水道科学館 56466-3170 66466-3165
キッズプラザ大阪①臨時休館②臨時開館
0①9/7
（月）
〜9
（水）
②9/28
（月）
・10/5
（月）

4キッズプラザ大阪 56311-6601 66311-6605

「中之島のっと
（knot）
」

〜芸術文化魅力育成プロジェクト〜

10/2
（金）
〜11/10
（火）
に中之島エリアを中心に、
「伝統芸能」
をキーワードに
した プ ロ グ ラム 構 成 で 、
様々なジャンルの芸術文
化を楽しめる新しいイベン
トを開催します。

主なプログラム
初心者のための上方伝統芸能SHOW
010/4（日） 1中央公会堂
大阪発！ワールドミュージック
011/8
（日） 1中央公会堂 費用 2500円ほか
申し込み方法やほかのプログラムなど詳しくは

中之島のっと

検索

4経済戦略局文化課
56469-5172 66469-3897

●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90120-01-7285（まずは一報 なにわっ子）」
にお電話ください。
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