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大阪くらしの今昔館イベント
①町家でお茶会 ②彼岸の屋台
③町家寄席
入館料600円ほか　 ①3/13（日）
13：00～15：00 参加費300円、定
員50人。 ②3/19（土）、20（日・祝）
13：00～16：00 ③3/27（日）14：
00～15：00　 住まいのミュー
ジアム（大阪くらしの今昔館）
6242-1170　 6354-8601

キッズプラザ大阪
春休み臨時開館
3/28（月）、4/4（月）
キッズプラザ大阪 

6311-6601　 6311-6605

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。

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

　防火思想の普及啓発を目的とした防
火標語。対象は市内に在住・在勤・在学
の方。入賞作は各消防署、 などに掲
出。作品の形式自由。
募集期間：3/7～4/13（消印有効）
ハガキ・送付・ で、標語（１人１

点）・住所・氏名・電話番号、市内在勤・在
学の方は事業所か学校の名称・所在地・
電話番号を書いて、〒550-8566 西区
九条南1-12-54、消防局予防課「防火標
語募集」係へ。
4393-6333　 4393-4580

　関西の2府6県4政令市が参加し、広
域行政を担う責任主体として府県域を
超える広域的な課題に対応する関西広
域連合のイメージをわかりやすく表した
シンボルマーク。最優秀作品は、ホーム
ページ、ポスターなどに広く活用します。
3/31　 関西広域連合本部事

務局などで配布（ホームページにも掲
載）の応募用紙を送付・持参・ で、
〒530-0005 北区中之島5-3-51、大阪
府立国際会議場11階、関西広域連合本
部事務局企画課（ 4803 -5587  
6445-8540）へ。
総務局総務課
6208-9729　 6229-1260

　最先端の
趣味のまち、
ものづくり
のまちとし
て日々発展
を遂げる「日
本橋」が総力を挙げて開催するパレード
やステージイベントなど。このフェスタ
を通じて日本橋の魅力を発見してくだ
さい。当日は周辺道路において交通規
制が行われます。ご理解・ご協力をお願
いします。　 3/20（日・祝）12：00～
15：00　※交通規制は11：00～15：30
（一部エリアは18：00まで）
日本橋3丁目南交差点南詰から恵美

子どもの教育・医療 無償化へおおさか掲示板
平成28年度 大阪市防火標語

関西広域連合のシンボルマーク

催　　し催　　し

関西マスターズスポーツフェスティバル
市長杯第６９回大阪シティレガッタ参加者

ごみ焼却工場のオープンデー
（一般開放）

柴島浄水場「桜並木通り抜け」

客船「クイーン・エリザベス」初入港記念
クルーズフェスタ

第12回 日本橋ストリートフェスタ2016

　徳川家康の死からちょうど400年を
迎えるにあたり、紀州徳川家伝来「東照
宮縁起絵巻」（家康の伝記絵巻）をはじ
めとする関連資料により、その生涯をた
どります。費用600円ほか。　
3/19（土）～5/15（日）9：00～17：00

（3/26（土）～4/10（日）は19：00まで）
※入館は閉館の30分前まで　

大阪城天守閣
6941-3044　 6941-2197

　①渦巻型やラグビーボールのような
形をした銀河、丸もちのような形をした
銀河など、個性豊かな銀河の世界を、最
新の観測結果をもとにひもときます。
②最新の電波望遠鏡ＡＬＭＡによる研究
成果をはじめ、明らかになってきた星や
太陽系の誕生のしくみとそのようす、星
の一生について紹介。費用600円ほか、
定員：各回300人（先着順）。　
3/3（木）～5/29（日）月曜休館（休日

の場合は翌平日）　 市立科学館 
6444-5656　 6444-5657

　震災に対する防災知識や意識を高め
ていただくため、下水道の耐震対策の
紹介とDVDアニメの上映や防災グッズ
の紹介、防災クイズなどを実施。
3/11（金）～21（月・休）9：30～16：00

※3/14（月）は休館　
下水道科学館　

6466-3170　 6466-3165

　3/13の大阪大空襲の日に平和を祈

テーマにしたイベントを開催。定員：250
人（先着順）、入館料大人250円ほか。
3/13（日）14：00～16：00

電話で氏名・電話番号をピース
おおさかへ。
6947-7208 　 6943-6080

　サイバー犯罪の捜査を行っている大
阪府警の捜査員が、サイバー犯罪被害
やインターネットを利用するうえでおち
いりやすいトラブルを回避するために
必要なさまざまな知識をわかりやすく
お話しします。対象は市内在住・在勤・在
学の方。定員：70人。　 3/16（水）
14：00～16：00　 総合生涯学習セ
ンター　 3/9　 または電話
で消費者センターへ。　
6614-7522　 6614-7525

　大阪府の登録手話通訳者をめざすた
めの基礎となる初級講座。修了者は中
級・上級へと進級し3年かけて必要な技
術を身につけます。対象は府内に在住・
在勤で手話を用いて聴覚障がい者と日
常会話が可能な方。定員：各30人。
会場ごとに判定試験日、講座開催日が

異なります。詳しくは をご覧ください。
大阪府谷町福祉センターほか
4/1　 または区役所で配布の

受講申込書に必要事項を書いて、
〒540-8570（住所不要）府民お問合せ
センター「手話通訳者養成講座」係へ。
福祉局障がい福祉課
6208-8081　 6202-6962

「里と海の協働」と「三つの時代（衛生・
公害・環境）と水環境」の２つのテーマ
で、それぞれ水環境や下水道分野の経
験豊富な講師にお話しいただきます。定
員：80人（先着順）。　 3/26（土）13：30
～16：30　 下水道科学館
3/25　 電話・ファックス・ で住

所・氏名・電話番号を下水道科学館へ。
6466-3170　 6466-3165

　手づくり工芸の総合施設「クラフト
パーク」では、木工・織物・ガラス・陶芸・
染色・金工など、多彩な分野の工房で、
週1回3時間で学べる創作教室や本格
的な工芸体験ができる一日体験教室な

大阪城天守閣テーマ展「神君家康
―『東照宮縁起絵巻』 でたどる生涯―」

防災展～震災に備えて～

語り継ぎ部育成のための講演会

特集展示「辛基秀コレクション
朝鮮通信使と李朝の絵画」

シン　ギ　 ス

第201回 市民医学講座

平成28年度 手話通訳者養成講座

水環境をかたる会

クラフトパーク 各種教室参加者募集中

須入路交差点北詰までの堺筋および周
辺地域
日本橋ストリートフェスタ実行委員会
6655-1717　 6655-1717

　①春のボート体験教室。対象・定員：
大人（満20歳以上）と子ども(小学4年
生～中学生)のペア20組、家族・友人な
どのグループ（小学４年生以上）40人。
費用：20歳以上1人あたり1000円。
②大阪シティレガッタ「オープンの部」。
対象：市内在住・在勤の競漕経験者。費
用：１クルーにつき6000円ほか。
①4/16（土）14：00～16：30

②4/16（土）9：00～13：00、
17（日）9：00～17：00　 3/25　
大川（都島橋～源八橋～桜宮橋）　
①ハガキまたはファックスで、参加希

望者全員の住所・氏名・年齢（学年）・電
話番号を、〒553-0005福島区野田
1-1-86 中央卸売市場本場業務管理棟
9階、経済戦略局スポーツ課「春のボー
ト体験教室」係へ。 ② または区役所
などで配布の申込書に必要事項を書い
て、〒541-0041中央区北浜2-3-10 VIP
関西センター4階、（一社）大阪ボート協
会「大阪シティレガッタ」係へ。
経済戦略局スポーツ課
6469-3865　 6469-3898

　通常予約が必要な見学が予約なしで
できます。東淀工場ではフリーマーケッ
トも開催。　
①3/6（日）10：00～16：00（15：00

受付終了） ②3/19（土）10：00～16：00
（15：30受付終了） ③3/19（土）10：00
～16：00（15：00受付終了）　

①平野工場　
6707-3753　 6799-0169

②東淀工場
6327-4541　 6327-4555　

③舞洲工場
6463-4153　 6463-7101

　桜の見ご
ろに合わせ、
浄水場の一
部を開放し
ます。夜間に
はライトアッ
プによる幻想的な夜桜をお楽しみくだ
さい。なお、会場に駐輪場・駐車場はあ
りませんので公共交通機関をご利用く
ださい。　 3/30（水）～4/10（日）
9：00～21：00　 柴島浄水場　
水道局総務課　 6614-8866（ご

案内専用テープ）　 6616-5409

　世界で最も有名な客船の名を受け継
ぐ3代目「クイーン・エリザベス」の大阪
港への初入港を、ブラスバンド演奏や着
ぐるみたちとお出迎えするほか、パネル
展などを開催し、歓迎ムードを盛り上げ
ます。　 3/22（火）8：00入港予定　
大阪港天保山　
大阪市総合コールセンター
4301-7285　 6644-4894

　町家のくらしを彩った年中行事の道
具飾りや四季に合わせてしつらえた屏
風・掛け軸・襖のほか、旧家の婚礼衣装
やお嫁入り道具などを展示。費用300
円（企画展のみ）ほか。　
3/5（土）～27（日）10：00～17：00

（入館は16：30まで）、3/8（火）・15
（火）・22（火）・23（水）休館。　

住まいのミュージアム（大阪くらし
の今昔館）
6242-1170　 6354-8601

　大阪にもゆかりの深い朝鮮通信使。そ
の研究に取り組んだ辛基秀氏のコレク

舞洲工場

どを開催しています。クラフトパークで
モノづくりを楽しんでみませんか。定
員・費用：教室により異なる。
【一日体験教室】毎週日曜14：00～
16：30。申し込み方法など詳しくは を
ご覧ください。　 クラフトパーク
4302-9210　 4302-9212

　安心して医療・治療を受けるために
は、どんな工夫やコツがあるのか。病院
との上手な付き合い方を学びましょう。
定員：150人（先着順）。　
4/18（月）18：10～20：00　
あべのメディックス　 3/29　

または往復ハガキで、「第201
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。　
6645-2711 　 6632-7114

ションから優品を選んで展示。費用600
円ほか。　 4/11（月）まで9：30～
17：00（入館は16：30まで）、火曜休館。

大阪歴史博物館
6946-5728　 6946-2662

企画展
「町家を彩る ハレの日のしつらい」

プラネタリウム 
 ①「銀河の世界」 ②「星の誕生」

「インターネットに潜む罠
～サイバー犯罪捜査の現場から～」

そう
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は[日時・期間]、 は[会場]、 は[締め切り]、 は[申し込み]、 は[問い合わせ]、 は[大阪市ホームページ]、 は[Eメール]、
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