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自然史博物館 本館臨時休館
（改修工事のため）
2/1（月）～29（月）
自然史博物館
6697-6221　 6697-6225

市立科学館 臨時休館
（設備点検等のため）
2/29（月）～3/2（水）
市立科学館 
6444-5656　 6444-5657

情報クリップ情報クリップ

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。

　障がいを理由とする差別を禁止し、障がいの有無にかかわらず、お互いに尊重しながら共生する社会をめざして、
「障害者差別解消法」が施行されます。

　大阪市では、障がいのある人が個人として尊重され、地域で安心した生活を送ることができるよう、取り組みを進
めています。私たち一人ひとりが自分にできることを考え、行動することで、障がいの有無にかかわらず、お互いに尊
重しながら共生する社会を築いていきましょう。

障がいを理由とする差別とは…
○不当な差別的取り扱い
障がいを理由として、正当な理由なく、サービス提
供などを拒否・制限したり、条件を付けたりすること。

○合理的配慮の不提供
負担になりすぎない範囲での、社会的障壁を取り
除くために必要な変更や工夫を行わないこと。

4月から「障害者差別解消法」が施行されます4月から「障害者差別解消法」が施行されます

人権に関するご相談は

人権啓発・相談センター（相談料無料・秘密厳守）
【相談専用電話】6532-7830　【相談専用FAX】6531-0666
【受付時間】9：00～21：00（土日祝は17：30まで）

なやみゼロ 大阪市人権啓発
マスコット
キャラクター
にっこりーな

福祉局障がい福祉課　 6208-8071　 6202-6962

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

　社会人等が学部・大学院前期博士課
程（修士課程）の授業科目のうち、志望
する科目を履修し、その学修成果に対し
て正規の単位を得ることができる科目
等履修生。詳しくは2/5から配布（ホー
ムページにも掲載）する募集要項をご
確認ください。　
出願期間：2/26～3/1
入学検定料を納付のうえ出願書類

を書留速達郵便で、〒558-8585 住吉
区杉本3-3-138、市立大学大学運営本
部入試室へ。
6605-2141　 6605-2133

　4月から来年2月までの聴講生。対象
は府内在住・在勤で中学校を卒業した
方。検定料950円。
審査試験：3/14（月）10：00～　

2/3（水）から中央高等学校で配
布（11：00～19：00 ※2/19（金）～24
（水）・土日祝を除く）の募集要項に記載
の必要書類を、3/7（月）、8（火）17：00
～19：00に同校へ持参。
6944-4401　 6944-4409

　春のナイトZOO
を開催。普段見るこ
とのできない動物た
ちの夜の姿をゆっく
りとご覧ください。各日5000人限定（先
着順）。入園料500円ほか。
3/25（金）～27（日）18：00～20：00

（入園は20：00まで）　 2/29
または往復ハガキで、住所・氏

名・電話番号・希望日・希望人数（6人ま
で）を書いて、〒543-0063 天王寺区茶臼
山町1-108、天王寺動物公園事務所へ。
6771-8401　 6772-4633

　全国を巡回する日展の作家による作
品と入賞者の作品などを展示。費用
1000円ほか。　
2/20（土）～3/21（月・休）9：30～

17：00（入館は16：30まで）、月曜休館
（3/21は開館）。
市立美術館 
大阪市総合コールセンター
4301-7285　 6644-4894

子どもの教育・医療 無償化へおおさか掲示板
平成28年度 市立大学 
科目等履修生（学部・大学院）

平成28年度 中央高等学校
（昼夜間単位制）聴講生

催　　し催　　し
天王寺動物園ナイトZOO

特別展「改組 新 第2回 日展」

　大阪フィルハーモニー交響楽団と、市
内各校吹奏楽部から選抜された中学生
が共演。定員：1100人（先着順）、費用
800円。　 3/21（月・休）15：00開演
ザ・シンフォニーホール
大阪フィル・チケットセンター
6656-4890、

ザ・シンフォニーチケットセンター
6453-2333、

チケットぴあ
0570-02-9999（Pコード：281-136）、

ローソンチケット
0570-000-407（Lコード：58082）へ。
経済戦略局文化課
6469-5173　 6469-3897

　ジャパンプレミアとなるアジア映画の
最新作や、話題作を大阪で一挙上映。シ
ンポジウムなど多彩なイベントも展開。
費用は作品により異なります。
3/4（金）～13（日）
ABCホールほか　 各イベントなど

詳しくは をご覧ください。
大阪アジアン映画祭運営事務局
6373-1211　 6373-1213

はじめましてオーケストラ
～大阪フィルと中学生の共演～

　「大坂の陣400年」にまつわる魅力あ
るコースを歩きませんか。費用600円
（中学生以下無料）。参加賞あり。
2/28（日）受け付け8：45～、スター

ト9：30　 集合：長居公園　 チラシ
裏面の申込書に必要事項を記入し、参加
費とともに当日スタート会場で受け付け。
OSAKAシティウオーク2015事務局
6809-2220　 4800-7201

　船で大阪港を見学。対象は市内在住
の満20歳以上でアンケートに回答して
いただける方。定員：各50人。
3/19（土）、20（日・祝）1日2便（1便

10：15～、2便12：45～、各90分）
大阪港天保山西岸壁発着
2/19　 往復ハガキに、希望日と便

（1便または2便）・参加者全員（2人ま
で）の住所・氏名・年齢・電話番号を書い
て、〒559-0034 住之江区南港北
2-1-10 ATCビル ITM棟10階、港湾局
総務担当「大阪港見学会」係へ。
大阪市総合コールセンター
4301-7285　 6644-4894

　客船「クイーン・エリザベス」の大阪港
への初入港にあわせて開催。定員：①
250人 ②44人。
①3/6（日）13：30～17：00 

②3/22（火）10：30～12：00
①海遊館ホール ②天保山岸壁
2/23　 往復ハガキ（①②は別の

ハガキで）に、①代表者の住所・氏名・年
齢・電話番号・同行者（1人まで）の氏
名・年齢 ②参加人数（2人まで）・参加者
全員の住所・氏名（ローマ字併記）・性
別・電話番号・生年月日・国籍・当日有効
なパスポートまたは運転免許証の番号・
船内見学会を知ったきっかけを書いて、

〒559-0034 住之江区南港北2-1-10 
ATCビル ITM棟10階、港湾局振興担
当①「ＱＥクルーズセミナー」係 ②「ＱＥ
船内見学会」係へ。
大阪市総合コールセンター 
4301-7285　 6644-4894

謝の気持ちを込めて、人形劇、バルーン
パフォーマンス、コンサートなどを開催。
3/13（日）11：00～17：30
こども文化センター
【人形劇「漫才の星になるんや」

（11：00～12：10、定員：434人※先着
順、費用大人1000円）のみ】 または
往復ハガキ・ファックスで、タイトル・必
要席数・代表者の住所・氏名・電話番号
（ファックス番号）、車いす席希望の方は
その旨を書いて、〒550-0014 西区北
堀江4-2-9、こども文化センターへ。
6531-5975　 6531-1679

　世界の強豪女子チームと全日本女子
チームとの国際交流試合を開催。
①2/11（木・祝）10：30 ～ 14：30 

②2/12（金）、13（土）10：00～15：00
①舞洲障がい者スポーツセンター

②中央体育館
国際親善車椅子バスケットボール大

阪大会実行委員会事務局 
6606-1631　 6606-1638

大阪の魅力を再発見！
OSAKAシティウオーク2015

客船「クイーン・エリザベス」
①初入港記念クルーズセミナー
②船内見学会

大阪港見学会

2016国際親善女子車椅子
バスケットボール大阪大会

こども文化センター移転記念イベント
「こぶんサンクスカーニバル 
～37年間ありがとう～」

　幼児期の教育の充実を図ることを目
的に、全ての就学前の子どもたちのため

講演「子どもの育ちを喜び合いましょう」
～学びの芽をはぐくむための
保護者の役割について～

第11回 大阪アジアン映画祭

に編成した「就学前教育カリキュラム」に
ついての講演。定員：180人（当日先着
順）。　 2/26（金）10：30～12：30
クレオ大阪子育て館
こども青少年局保育企画課
6208-8085　 6202-6963

　大阪市ハウジングデザイン賞受賞住
宅の表彰式にあわせて、リノベーション
に関する専門家をお招きし、リノベー
ションで住まい・暮らしはどう変わるの
か、そしてリノベーションのこれからを
お話しいただきます。定員：100人（先着
順）。　 2/13（土）13：30～16：30
住まい情報センター　 ・持参

もしくはハガキ・ファックスで住所・氏
名・年齢・電話番号を、〒530-8582（住
所不要）住まい情報センター4階、住情
報プラザ「シンポジウム（2/13）」係へ。
6242-1160　 6354-8601

　ハンセン病に対する正しい知識の普
及・啓発と偏見・差別の解消を図るため
のシンポジウムおよび映画上映。費用
500円。定員：500人（当日先着順）。
2/13（土）13：30～16：30
阿倍野区民センター
大阪市保健所感染症対策課
6647-0656　 6647-1029

第3回 大阪市ハウジングデザイン
シンポジウム
「あなたの夢が実現！リノベーションで
住まい・暮らしはこう変わる」

ハンセン病問題講演会

画像提供：キュナード・ライン
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