
大阪市人権施策推進審議会委員

市立美術館開館８０周年記念
特別展「デトロイト美術館展　大西
洋を渡ったヨーロッパの名画たち」

特別企画展「都市大阪の起源をさぐ
る　難波宮前夜の王権と都市」

小学生および中学生向け
プログラミング講座

市立大学オープンキャンパス2016

特別展「中
なか

井
い

大
やまとのかみ

和守の建築指図－世
界遺産をつくった大工棟梁」

たそがれコンサート2016

中之島文楽

メイカーズバザール大阪 2016

～小粋な街あそび～梅田ゆかた祭

平成28年度 大阪連続講座
「近世おおさか理系図鑑」

催 し

講座・教室

　下水道クイズラリーや微生物の観察、水の科学実験
などで下水処理のしくみを学びます。  7/31（日）9:30
～16:30   下水道科学館  6466-3170 6466-3165

夏休みの集い

　消防服を着ての放水体験や電動消防車への乗車体
験、夏休み自由研究「わが家の防災マップ」の作成など。
 8/1（月）～7（日）10:00～16:00
  阿倍野防災センター  6643-1031 6643-1040

キッズ＆ユース・ファイアーイベント

　防災体験学習や応急処置体験、簡単卓上コンロの
作製など。対象は小学4年～中学3年生とその保護
者。定員各60人（先着順）。  7/23（土）・24（日）10:00～
16:30  7/19    電話で阿倍野防災センターへ。
 6643-1031 6643-1040

夏休み親子防災体験スクール

　市会本会議場で、市長に質問・意見を発表。対象は市
内在住・在学の小学5･6年生。定員86人。  8/23（火）14:0 
0～16:30  市会本会議場（市役所8階）  7/7   学
校などで配布される応募用紙（  にも掲載）に必要
事項を書いて、  教育委員会事務局初等教育担当へ。
 6208-9176 6202-7055

おおさか　子ども市会―小学生市会―

　市会の役割やしくみについて説明を聞き、本会議場
などの見学、模擬本会議・委員会を体験。対象は市内在
住・在学の小学3～6年生とその保護者。  ①8/5（金）
14:00～16:00②8/6（土）10:30～12:30 定員①50人②80
人  市会本会議場（市役所8階）  7/13   往復ハガ
キに希望日・参加者全員（4人まで）の住所・氏名・電話
番号・学年を書いて、  市会事務局政策調査担当へ。
 6208-8694 6202-0508

夏休み親子議場見学会

　活気ある「せり」の見学や、冷凍まぐろを貯蔵する冷
蔵庫内での超低温体験など。対象は小・中学生（保護者
同伴）。定員80人。  8/3（水）8:00～10:30  中央卸売市
場東部市場  7/15   往復ハガキに、参加者全員の
氏名（4人まで）・代表者の住所・電話番号・学年を書い
て、〒546-0001 東住吉区今林1-2-68 水産卸売場棟3階、
東部市場業務管理担当へ。  6756-3901 6756-3905

夏休み子ども市場体験ツアー

　昨年大好評だった夏の
ナイトＺＯＯを今年も開
催。ゆっくりと夕涼みを
しながら夜の動物園をお
楽しみください。入園料
500円ほか。  7/29（金）・
30（土）・8/5（金）・6（土）・
12（金）～15（月）・19（金）・20（土）21:00まで   天王寺
動物園  6771-8401  6772-4633

夏のナイトＺＯＯ

　浄水場や下水処
理場などの施設見
学や水陸両用バス
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（小学生は
保護者同伴）。定員70人。  8/20（土）9:00～16:00※雨天
決行  柴島浄水場ほか  7/22   往復ハガキに「水
の流れツアー参加希望」と明記し、参加者全員（4人ま
で）の氏名・年齢（在学の場合は学校名も）・代表者の住
所・氏名・電話番号を書いて、〒559-8558 住之江区南港
北2-1-10 ＡＴＣ ＩＴＭ棟9階、水道局総務課へ。
 6616-5404 6616-5409

水探検隊「水の流れツアー」

　市内在住・在学の小学生を対象に、夏休み期間中（7/21～8/31）、市営交通を無料で乗車できる「おでか
けＫＩＤ＇ＳサマーPass」やその引換券を学校でお配りします。市内在住で市外の小学校に通学の方は、申し
込みが必要です。申し込み方法など詳しくはホームページをご覧ください。  市営交通案内センター
6582-1400  6585-6466

　人権尊重の社会づくりについて、調
査・審議する審議会委員。対象は市内在
住・在勤・在学の方。定員2人、任期は2
年。   8/1    に掲載または区役所
などで配布している応募用紙に「人権」
をテーマとした作文（800字程度）と必
要事項を書いて、市民局人権企画課へ
送付。  6208-7611  6202-7073

　文楽初心者向けの、分かりやすく、気
軽に楽しめるカジュアルな公演。費用
1800円（前売）ほか。定員各700人（先着
順）。  8/25（木）・26（金）19:00～21:00
中央公会堂  7/9からＣＮプレイガイ
ド 0570-08-9999ほかで販売。チケッ
トの販売方法等については、  または
キョードーインフォメーション  0570-
200-888へ。  経済戦略局文化課

 6469-5176  6469-3897

　子どものスキルに応じたプログラ
ミング講座(2日連続）。対象は市内在
住の①小学3～6年生②中学生。開催
コースは  をご覧ください。定員各
50人。 ①8/20（土）・ 21（日）②9/10
（土）・11（日）各10:30～16:30  大阪イ
ノベーションハブ（グランフロント大
阪内）  7/21   往復ハガキで住所・
氏名（子どもとその保護者）・電話番
号・学校名（学年）・パソコンレンタル
希望の有無、希望のコースを書いて、

 ＩＣＴ戦略室ＩＣＴ戦略担当へ。
 6208-7825  050-3737-2976

　市立大学の見学やミニ講義などさま
ざまなプログラムを用意（学部によっ
て申し込み必要）。保護者の方への説
明会も実施。  ①8/4（木）②5（金）③6
（土）・7（日）  ①阿倍野キャンパス（医
学部医学科）②阿倍野キャンパス（医学
部看護学科）③杉本キャンパス（医学部
を除く全学部）。  市立大学大学運営
本部入試室  6605-2141  6605-2133

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。

　デジタル技術を活用した３Ｄプリ
ンターなどのデジタルものづくり
展示会。  7/9（土）・10（日）10:00～
17:00  ＡＴＣ ＩＴＭ棟 メイカーズバ
ザール大阪2016実行委員会 

 6615-1000  6613-2232

　グランフロント大阪うめきた広場
での「ゆかたｄｅ盆踊り」のほか、雨な
どを再生処理した水を使う「梅田打ち
水大作戦」などを開催。ゆかた姿のお
客様には、各店舗でさまざまなサービ
スも用意。  7/30（土）・31（日）13:00～
20:00  梅田ゆかた祭2016実行委員会

 6533-2722  6533-3006

　大坂の天文学者・間
はざま

重
しげとみ

富の没後200
年にちなんで、近世大坂の4つの理系
分野について紹介。定員各300人（①
～③は当日先着順）。  ①7/9（土）②
16（土）③23（土）④30（土）各14:00～
16:00  7/11  中央図書館   ④は
 または往復ハガキで住所・氏名（2人
まで）・電話番号を書いて、〒550-0014 

　デトロイト美術館の数々の傑作の中
から日本初公開15点を含む全52点を紹
介。費用1500円ほか。  7/9（土）～9/25
（日）9:30～17:00（入館は16:30まで）月
曜休館※7/18（月・祝）・8/15（月）・9/19
（月・祝）は開館、7/19（火）は休館  市
立美術館  大阪市総合コールセン
ター
4301-7285  6644-4894

　難波宮よりさらに古い時代の難波
の地形や古地理図、豊富な出土品など
から大都市大阪の原点に迫ります。費
用大人600円ほか。  7/16（土）～8/29
（月）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

　江戸時代の設計図「建築指図」（重要
文化財）を公開。二条城、清水寺など
国宝・世界遺産の設計図を通して日本
建築の意匠と技術の真髄に迫ります。
費用300円（特別展のみ）ほか。   7/23
（土）～8/28（日 )10:00～17:00（入館
は16:30まで）火曜休館  住まいの
ミュージアム（大阪くらしの今昔館）
  6242-1170  6354-8601

　夏の宵のひとときに、中学・高等学校
の吹奏楽部に加え、陸上・海上・航空自

衛隊音楽隊、大阪府警察音楽隊、オオ
サカ・シオン・ウインド・オーケストラ
など各専門団体によるクラシックや
ポピュラー音楽のコンサート。定員各
3000人（当日先着順）。  7・8月の毎週
金曜18:30～20:00※荒天中止  大阪城
音楽堂  教育委員会生涯学習担当
 6539-3345  6532-8520

西区北堀江4-3-2、中央図書館利用サー
ビス担当へ。①～④手話通訳希望の方
は要事前申し込み。
  6539-3302  6539-3335

大阪城天守閣　夏の開館時間延長
 7/23（土） ～ 8/21（日） 19:00まで、
8/22（月）～31（水）18:00まで※入館
は閉館30分前まで   大阪城天守
閣  6941-3044  6941-2197

 ①8/2（火） ～ 31（水）19:00まで ②
8/8（月）・15（月）   キッズプラザ
大阪  6311-6601  6311-6605

キッズプラザ大阪
①夏の開館時間延長　②臨時開館
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