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講座・教室

 9/5（月）～7（水）
  キッズプラザ大阪
 6311-6601  6311-6605

キッズプラザ大阪
臨時休館（館内整備のため）

障がい者虐待防止講演会

　障がい者虐待を防止するためにはど
のような支援や取り組みが必要になる
のかを具体的な事例を通して学んで
いきます。対象は市内在住・在勤・在学
の方。定員120人（先着順）。  9/17（土）
13:30～16:00  社会福祉研修・情報セ
ンター  9/9   電話またはファッ
クスで氏名・電話番号（ファックス番
号）を障がい者基幹相談支援センター
へ。  6622-1680  6622-1680

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]、
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。 特に記載のないものは、市外局番「06」です。

平成28年度
市公立学校園講師登録

こども劇場　「いいむろなおき　
パントマイム・バラエティーショー」

住まいの税金セミナー
～相続税について学ぶ～

第205回
市民医学講座「がんと栄養療法」

企画展「朝鮮時代の水滴
―文人の世界に遊ぶ」

特別展「氷河時代　
－化石でたどる日本の気候変動－」

大阪港見学会

　学校で講師として活躍したい方や、
市の教員採用試験をめざしながら講師
として経験を積みたい方も、登録をお
待ちしています。年度途中の採用もあ
ります。対象は当該校種・教科の教員免
許状をお持ちの方。  教育委員会教職
員人事担当  6208-9125  6202-7053

　みえないものがみえてくる!?いい
むろなおき氏によるさまざまなテ
クニックが楽しめるパントマイム・
ショー。対象は4歳以上（小学生以下
は保護者同伴）。費用1000円ほか。定
員378人（先着順）。  9/18（日）14:00～
15:00     ・来館または往復ハガ
キ・ファックスで「9/18 パントマイム」
と明記し、参加人数・年齢・代表者の住
所・氏名・電話番号（ファックス番号）を
書いて、〒554-0012 此花区西九条6-1-
20 クレオ大阪西内、こども文化セン
ターへ。一時保育を希望の方はお問い
合わせください。

 6460-7800  6460-9630

　住まいという財産を賢く住み継ぐ
ために相続税の基礎知識や手続き、注
意点などを税理士がわかりやすく解
説します。定員100人（先着順）。  8/28
（日）13:30～15:30  住まい情報セン
ター   ホームページまたはハガキ・
ファックス・持参で、住所・氏名・年齢・
電話番号を書いて、〒530-8582（住所不
要）住まい情報センター4階 住情報プ
ラザ「住まいの税金」係へ。手話通訳希
望の方は8/14までにお問い合わせくだ
さい。
  6242-1160  6354-8601

◆ごみ焼却工場のオープンデー
　ごみ焼却工場を予約なしで自由に見学できます
（小学生以下は保護者同伴）。  ①8/7（日）②③8/27
（土）いずれも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

◆今昔館の夏祭り　楽市町家
　江戸時代の町家が並ぶ大通りに、からくり玩具や
お面、折り紙細工などのお店が出ます。

 8/13（土）・14（日）13:00～16:00   住
まいのミュージアム（大阪くらしの今昔
館）  6242-1170  6354-8601

◆森の宮遺跡展示室一般公開
　森の宮遺跡は、縄文時代から近世までの複合遺跡
です。展示室では、出土した貝殻、狩猟・漁の道具、埋
葬された状態がわかる縄文時代の人骨などを展示。
年に数日だけの一般公開です。ぜひご覧ください。

 8/15（月）～17（水）11:00～15:00  森の宮遺跡展
示室（森ノ宮ピロティホール地下階）  教育委員会
文化財保護課  6208-9166  6201-5759

◆夏休み・水と環境の教室
　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。  8/28（日）
9:30～16:30   下水道科学館

 6466-3170  6466-3165

　御堂筋周辺や中之島地区で無料または低
価格（1000円ほか、チケット販売中）のコン
サートを開催。約80公演を予定しており、
気軽にクラシック音楽を楽しんでいただ
けます。公演スケジュールの詳細は  ま
たは、大阪市サービスカウンター（梅田・難
波・天王寺）などで配布のパンフレットを
ご覧ください。  9/11（日）～17（土）  御
堂筋沿い、中之島地区のビルやホール、カ
フェ、中央公会堂ほか  チケットの販売
方法等については、大阪クラシック事務
局  6210-2454へ。  大阪市総合コールセ
ンター  4301-7285  6644-4894

　2人に1人ががんになり、3人に1人がが
んで死亡するといわれています。手術、
抗がん剤治療、放射線治療に加えて、最
近注目されている免疫療法や栄養療法
をわかりやすく解説します。定員150人
（先着順）。  9/13（火）18:10～20:00  あ
べのメディックス  8/30    また
は往復ハガキに、「205回」と明記し、住
所・氏名・年齢・電話番号、手話通訳の必
要な方はその旨を書いて、〒545-0051 阿
倍野区旭町1-2-7 あべのメディックス6
階、市民医学講座お問い合わせ窓口へ。

 6645-3405  6645-2765

　地球は気候が大きく変動し自然の様
子を変化させてきました。動物化石や
大阪平野の地質資料などから気候変動
の仕組みを紹介します。費用500円ほ
か。  10/16（日）まで9:30～17:00（入館
は16:30まで）月曜休館（休日の場合は
翌平日）※8/15（月）は開館   自然史
博物館

 6697-6221  6697-6225

　大阪港を船で見学。対象は市内在住
の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。  9/17（土）・
18（日）各2便(1便 10:15～、2便 12:45
～、各90分）※荒天中止  天保山西岸
壁乗り場 8/22 往復ハガキに希望
日と便（1便または2便もしくは希望
なし）・参加者全員（2人まで）の住所・
氏名・年齢・代表者の電話番号を書い
て、〒559-0034 住之江区南港北2-1-10 
ATC ITM棟10階、港湾局総務課「大阪
港見学会」係へ。8月末に抽選結果を送
付します。  大阪市総合コールセン
ター  4301-7285  6644-4894

大阪クラシック 昨年の様子
会場：新ダイビル　撮影：飯島　隆

　朝鮮時代（1392～1910）に質素で気品
ある文房具のひとつとして制作され
た水滴と当時の文人たちの精神世界
を紹介します。費用800円ほか。  8/13
（土）～11/27（日）9:30～17:00（入館は

16:30まで）月曜休館（休日の場合は翌
平日）※8/15（月）は開館   東洋陶磁
美術館

 6223-0055  6223-0057

青花鉄砂  葡萄山水文 八角形水滴
「癸卯六月日分院」銘
朝鮮時代・1783年 東洋陶磁美術館蔵
写真：六田知弘

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。

大植英次プロデュース  大阪クラシック

◆特別行事
　「標本の名前を調べよう＆達人による標本
トーク」
　夏休み中に野山や海で採集した昆虫や植
物などの名前や標本作りのコツを各分野の
専門家がお答えします（小学生以下は保護
者同伴）。  8/21（日）10:00～12:00、13:00～
16:00   自然史博物館

 6697-6221  6697-6225

◆夏休み自由研究教室
　「ミニミニ星座箱をつくろう」
　箱の中に光る素材で作った星を立体的に配置して、太陽
系以外の場所から見た星座の形を調べてみましょう。対象
は小学4年～中学3年生。費用1000円、定員各30人。  8/18
（木）・19（金）14:00～15:30  8/8    往復ハガキに希望
日、参加者全員の氏名・年齢（学年）・代表者の住所・電話番
号を書いて、〒530-0005 北区中之島4-2-1、市立科学館「ミニ
ミニ星座箱をつくろう」係へ。  6444-5656  6444-5657
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