
日時・期間　 会場　 締め切り　 申し込み
問い合わせ　 大阪市ホームページ　 Eメール
〒530-8201 大阪市北区中之島1-3-20 大阪市役所内
特に記載のないものは市外局番「06」です。

● 講座・催し等で特に記載のないものは、「無料、申し込み多数の場合は抽
　選、締め切りは当日必着」です。抽選の結果は当選者のみ通知します。
●往復ハガキで申し込む際は、返信用あて先の住所・氏名をお忘れなく。
●費用について、複数区分ある場合は、「○○円ほか」としています。

お 知 ら せ

募 集

催 し

講座・教室

インフルエンザの予防接種

10月は里親推進月間です

中秋明月祭大阪2016

ハロウィンナイトZOO

呼吸器講演会
特別展「第62回全関西美術展」

第5回「はかる」シンポジウム

2016秋のローズツアー

はならんまん2016

市営すまいりんぐなどの入居者

ご意見をお聴かせください

大阪駅前バスターミナルが
新しくオープン

市農業委員会を廃止し、
新たな組織体制へ移行します

生きた建築ミュージアムフェス
ティバル大阪2016

高津小学校子ども文楽
～伝統を未来へ～

成年後見制度・市民後見人活動啓発
講演会2016大阪市生涯学習ルーム

ふぇすてぃばる
来て　見て　そして楽しんで!!

公文書館秋の展示
「政令指定都市60年　公文書にみる
大阪市と大都市制度」

新成人による「みおつくしの鐘打鐘
のつどい」参加者

日時 会場 募集定員 申込締切日
11/13（日）
14:00～16:00

港区民
センター 340人 11/2（水）

11/16（水）
18:30～20:30

天王寺区民
センター 370人 11/7（月）

11/19（土）
14:00～16:00

旭区民
センター 430人 11/10（木）

11月の日程をお知らせします。
24区で順次開催中

総合区・特別区総合区・特別区
（新たな大都市制度）（新たな大都市制度）
に関する意見募集・説明会に関する意見募集・説明会

　対象は65歳以上の方、または60歳以
上65歳未満で、心臓・じん臓・呼吸器の
機能、ヒト免疫不全ウイルスによる免
疫の機能に障がいのある方（身体障が
い者手帳1級相当）。費用1500円（生活
保護受給者・市民税非課税世帯の方は
無料）。  来年1/31まで  委託医療機
関など  大阪市保健所感染症対策課  

 6647-0656  6647-1029

　里親推進月間に合わせ、10/23（日）の
セレッソ大阪の試合開始前に、里親制
度への理解を深めていただくための普
及啓発を行います。オーロラビジョン
で関口訓

くに

充
みつ

選手による里親応援メッセ
ージが放映されるほか、セレッソ大阪
の選手たちによる里親応援メッセージ
がプリントされたうちわを配布します
（入場には料金が掛かります）。  こど
も青少年局こども家庭課

 6208-8355  6202-6963

　市営すまいりんぐ（子育て応援型）・
市営すまいりんぐ・市営特定賃貸住宅・
市営再開発住宅の入居者を随時募集
中。11/2からは7月以降に空家になった
住宅も追加。市外居住者・単身者も申し
込み可能。ただし、申し込みには収入な
どに条件があります。   大阪市住
まい公社

 6882-7012  6882-7021

　中国の伝統的な音楽や舞踊、食文
化等を紹介する国際交流イベント。

 10/8（土）10:00～19:00・9（日）10:00～
18:00  史跡難波宮跡  経済戦略局国
際担当 

 6615-3742  6615-7433

　バラの名
所として親
しまれてい
る市内の4
つのバラ園
で、開 花 に
合わせロー
ズツアーや講習会を開催。①  靱

うつぼ

公園
バラ園  10/15（土）・16（日）、10:30～、
14:00～  大阪城公園事務所  6941-
1144   6943-6877②  花博記念公園
鶴見緑地バラ園  10/18（火）・19（水）、
10:00～、13:30～  鶴見緑地パークセ
ンター  6911-8787  6911-8714③

 長居植物園バラ園（入園料200円）
 10/20（木）・21（金）、10:30～、14:00

～  長居植物園  6696-7117  6696-
7405④  中之島公園バラ園  10/22
（土）・23（日）、10:30～、14:00～  扇町
公園事務所

 6312-8121   6312-3403

　体験コーナーや展示、舞台発表など
生涯学習ルーム事業の成果を発表す
るための交流イベント。  10/30（日）
10:20～16:00  総合生涯学習センタ
ー  教育委員会生涯学習担当 

 6539-3347   6532-8520

　今年は大阪市が政令指定都市となっ
て60年を迎えます。指定都市制度の前
史である戦前・戦後の特別市制を求め
る運動や、行政区の変遷について、所蔵
資料から振り返ります。  11/1（火）～
8（火）9:00～17:30（入場は17:00まで） 
  大阪市公文書館

 6534-1662   6534-5482

　時代に合わせてさまざまな形で変
化・発展しながら、今も生き生きとその
魅力を物語る「生きた建築」。その内部
公開を中心とした、日本最大級の建築
一斉公開イベント。  11/5（土）・6（日）
ほか。詳細は  をご覧ください。  キ
タ・中之島・船場・ミナミ・新世界ほ
か  都市整備局住宅政策課

 6208-9222  6202-7064

　小学生による文楽公演などを盛り
込んだ、文楽初心者向けの鑑賞会。定
員250人（先着順）。  11/25（金）14:00～
16:00  高津小学校  10/20から申し
込み開始。区役所等で配布（  にも掲
載）のチラシ裏面の申し込み用紙に必
要事項を書いて、送付またはファック
ス・ で、NPO法人人形浄瑠璃文楽座
（  6211-6132）へ。

 経済戦略局文化課 
 6469-5176  6469-3897

　制度の意義を知り、活用してもらう
ための講演会と、市民による後見活
動の実例紹介。定員300人（先着順）。

 11/12（土）14:00～16:30  北区民セ
ンター  11/4（消印有効）   ハガ
キ・ファックス、  で「成年後見講演会
参加希望」と明記し、氏名・電話番号、
車いす席・手話通訳希望の方はその旨
を書いて、〒557-0024 西成区出城2-5-
20 大阪市社会福祉研修・情報センター
3階、大阪市成年後見支援センターへ。  

 4392-8282  4392-8900

　慢性閉塞性肺疾患（COPD）に関す
る講演会。定員250人（先着順）。  12/4
（日）13:00～14:50  港区民センタ
ー  12/1（消印有効）   電話または
区役所で配布（  にも掲載）の申込書
に必要事項を記入し、送付またはファ
ックス・  で、大阪市保健所管理課へ。

 6647-0648   6647-0718

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。

　秋の夜長
に普段見る
ことのでき
ない夜の動
物たちの姿
をじっくり
観察できま
す。入 園 料
500円ほか。  10/29（土）・30（日）20:00
まで   天王寺動物園

 6771-8401  6772-4633

　公募による日本画、洋画・版画、彫刻、
工芸、書など、あらゆる部門の総合美術
展。700点の秀作と招待作家の作品約
200点を展示。費用700円ほか。  10/14
（金）～26（水）9:30～17:00（入館は16:30
まで）※10/20（木）は休館。  市立美
術館  大阪市総合コールセンター  

 4301-7285  6373-3302

　「“はかる”とわかる！体の健康」を
テーマにした基調講演とパネルディ
スカッション。来場者に抽選で計量関
連グッズをプレゼント。定員260人。

 11/5（土）13:30～16:00  産業創造
館  10/17（消印有効）   ハガキま
たはファックス・ で、住所・氏名・電話

　緑化ボランティアが作り上げた花
壇の展示、クラフト教室、相談コーナ
ーなど。  10/15（土）・16（日）10:00～
16:00  花博記念公園鶴見緑地  建設
局協働課 

 6469-3853  6469-3895

大阪市景観計画変更案

大阪市空家等対策計画案

　大阪駅前バスターミナルが装いも新
たにより分かりやすく便利になりまし
た。のりば配置、のりば番号、案内表示
のほか、時刻表も一部変更します。詳し
くは  をご覧ください。  市営交通案
内センター  6582-1400  6585-6466

　10/3から農業委員会の業務は大阪
市に移管されます。各種許可・届出や
諸証明の様式は変更しますが、窓口は
引き続き経済戦略局産業振興課となり
ます。また、農業委員に代わり農業専
門委員を配置し、引き続き相談業務等
を行います。  経済戦略局産業振興課  

 6615-3751  6614-0190

　成人の日に新成人（平成8年4/2～9
年4/1生まれで市内在住の方）の代表
が、市庁舎屋上の「みおつくしの鐘」を
打ち鳴らす行事で、今回で60回目を迎
えます。新成人の記念にぜひ参加しま
せんか。定員50人。  来年1/9（月・祝）
9:00～11:30  市役所  11/15（消印有
効）   往復ハガキに住所・氏名・生年
月日・電話番号・手話通訳等の必要な方
はその旨を書いて、  こども青少年局
青少年課へ。

 6208-8158  6202-2710

　申し込み方法など詳細は  また
は副首都推進局（市役所5階）や各区
役所等で配布の「参加申込案内」をご
覧ください。  副首都推進局住民対
話担当  6208-9511  6202-9355

事前申込制

　以下の案は、各区役所、大阪市
サービスカウンター（梅田・難波・
天王寺）、市民情報プラザ（市役所
1階）などで配布、または  でもご
覧いただけます。ご意見は、送付、
ファックス、 、持参でお寄せくだ
さい。

　地域特性を生かした景観形成
と、よりきめ細やかな景観誘導を
図るための計画の変更についての
ご意見。  閲覧・応募期間：10/19
まで   都市計画局都市計画課  

 6208-7885  6231-3753　

　区役所を拠点に地域等と連携
し、総合的な空家等対策を効果的・
計画的に推進する計画についての
ご意見。  閲覧・応募期間：10/25
まで   都市計画局建築企画課 

 6208-8759  6202-6960

ナイトZOOでの
ホッキョクグマの様子

秋の靭公園バラ園の様子

（ファックス）番号・手話通訳が必要な
方はその旨を書いて、〒552-0005 港区
田中3-1‒126、計量検査所「はかるシン
ポジウム係」へ。

 6577-5888  6577-5808
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編集／大阪市政策企画室　 06-6208-7251 06-6227-9090
面積……225.21㎢　人口……2,705,262人　世帯数……1,371,545世帯　平成28年8月1日現在(推計)
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