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第10次大阪市交通安全計画（案）
　交通安全施策を積極的に推進する
ために新たに策定した、交通安全対
策全般にわたる計画についてのご意
見。  閲覧・応募期間：11/21まで

 市民局市民活動支援担当 
 6208-7372  6202-7073

大阪市立男女共同参画センター条例
施行規則の一部改正（案）
　男女共同参画センターの使用許可
の要件、使用料の納付の時期及び還
付の方法等の条例施行規則の一部改
正についてのご意見。  閲覧・応募
期間：11/29まで  市民局男女共
同参画課  6208-9156  6202-7073
大阪市廃棄物の減量推進及び適正処
理並びに生活環境の清潔保持に関す
る条例に係る制度改正（案）
　ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適
正な処理の推進に関する特別措置
法の改正に伴う条例の制度改正に
ついてのご意見。 閲覧・応募期間：
11/30まで  環境局環境管理課 

 6630-3304  6630-3581
子ども・子育て支援事務等に係る特
定個人情報保護評価書（全項目評価
書）（案）
　個人番号（マイナンバー）を利用
し、市民の申請などの手続きの簡素
化など利便性の向上をめざす特定個
人情報保護評価書（全項目評価書）に
ついてのご意見。  閲覧・応募期間：
11/7～12/6  こども青少年局保
育企画課  6208-8037  6202-6963
新たな男女共同参画基本計画（案）
　男女がともに責任を分かち合い、
職業生活と家庭生活や地域活動を両
立できる社会づくりをめざした計画
についてのご意見。  閲覧・応募期
間：11/18～12/19  市民局男女共
同参画課  6208-9156  6202-7073

　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。

ご意見をお聴かせください

咲くやこの花芸術祭２０１６

　若手芸術家に対し贈呈している咲く
やこの花賞の受賞者等による芸術祭。
バレエ公演やクラシックコンサート、
即興アートパフォーマンスなど、多彩
なプログラムをお楽しみください。費
用1500円ほか。詳細は  をご覧くださ
い。  12/2（金）・3（土）  中央公会堂

 またはファックスで、代表者
の氏名・住所・電話、ファックス番号・希
望プログラム、チケット枚数を書いて、
咲くやこの花賞受賞者等支援事業実行
委員会へ。

 6372-6707  6372-3691

特別陳列
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－美術館的小宇宙」

　壺の中に入ると、そこには別天地が
広がっていた…そんな中国の故事にな
ぞらえて、開館80周年を迎えた市立美
術館で魅力的な美術品の世界をお楽し
みください。修復後初披露の葛飾北斎
「潮干狩図」（重要文化財）ほかを紹介。
費用800円ほか。  11/8（火）～12/4（日）
9:30～17:00（入館は16:30まで）月曜休
館  市立美術館 

 大阪市総合コールセンター
 4301-7285  6373-3302

スマイルサイクルフェスタｉｎ大阪

　自転車を安全に乗るための交通
ルールや運転マナーを親子で楽しみ
ながら学べる体験型イベント。キック
バイク・電動自転車の体験やステー
ジショーなど盛りだくさんの一日。

 11/13（日）10:00～16:00（荒天中止）

 中之島公園周辺 
 市民局市民活動支援担当 
 6208-7372  6202-7073

学校給食・食育フェア２０１６

　学校給食・食育について、試食や展
示、親子で参加できる体験コーナーな
どを通して理解を深め、「食べる」こ
との大切さを感じていただくイベン
ト。持ち物：上履き、靴袋。  11/26（土）
11:00～15:00  咲くやこの花中学校・
高等学校  教育委員会学校保健担当 

 6208-9143  6202-7053

しごと応援フェア２０１６
ｉｎハグミュージアム

　子育てをしながら働きたい女性をサ
ポートする女性活躍応援イベント。①
リアル時短生活術と、簡単美味しいス
ピード料理教室。参加費500円。定員48
人（先着順）。②求人企業紹介・キャリア
相談など。  ①12/1（木）10:30～12:30
②12/5（月）12:00～16:00  ハグミュー
ジアム  ①  または電話で「女性向
けキャリアサポート事業」運営事務局
（  6346-6303）へ。①②一時保育有。事
務局へ予約が必要です。

 市民局雇用・勤労施策課 
 6208-7351  6202-7073

あ！いこう　愛光フェスタ２０１６

　ひとり親や寡婦の方を応援する愛光
会館で、相談コーナーやワークショッ
プ、模擬店など、イベントが盛りだくさ
ん。ぜひお子さんと一緒にお越しくだ
さい。  11/23（水・祝）10:00～15:00 

  愛光会館 
 6371-7146  6371-6722

中央卸売市場東部市場
市場体験ツアー

　活気ある「せり」を見学し、食の
安全・安心に関する取り組み、新鮮
な食材の見分け方などを楽しく学
びます。定員80人。  12/3（土）8:00～
10:00  11/15    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

大阪市農業フェア

　「農作物品評会」に出品された農作物
や花苗・鶏卵の販売、餅つきの実演など
を実施。  11/19（土）10:00～14:30  花
博記念公園鶴見緑地ハナミズキホー
ル  経済戦略局産業振興課 

 6615-3751  6614-0190

心身障がい者リハビリテーションセ
ンター公開講座

　障がいのある方が安心して働ける地
域社会の実現を目的に、「障がい者雇用
と差別解消法」をテーマとした講演を
開催。定員200人（先着順）。  12/3（土）
13:30～15:40  住まい情報センター

 11/18  または区役所で配布
する申込用紙に必要事項を書いて、送
付またはファックスで〒547-0026 平
野区喜連西6-2-55、心身障がい者リハ
ビリテーションセンター管理課へ。

 6797-6501  6797-8222

第２０８回　市民医学講座
「シニア世代のお膝の病気」

　安心して自分の膝とつきあうた
めに、膝の病気について専門家が分
かりやすく解説。対象は18歳以上の
方。定員150人（先着順）。  12/15（木）
18:10～19:30  あべのメディックス

 11/28   または往復ハガキに、
「208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

入館料600円ほか（③は関西文化
の日のため無料）①定員50人（先
着順）。費用300円。  11/6（日）13:00
～15:00②  11/12（土）14:00～15:00
③  11/19（土）・20（日）13:00～16:00
④  12/4（日）14:00～15:30   住ま
いのミュージアム（大阪くらしの今
昔館）  6242-1170　  6354-8601

セレッソ大阪との協働による普及啓発
　11/6（日）のセレッソ大阪の試合開始前に、オレンジリボンを
あしらった啓発グッズを配布します。
こども青少年局こども家庭課  6208-8032  6202-6963

　近年、児童虐待の相談件数は急増しており、社会全体で解決すべき重要
な問題となっています。大阪市では、児童虐待防止オレンジリボンキャン
ペーンの周知・啓発活動をはじめ、さまざまな取り組みを進めています。
子どもたちの笑顔と命を守るため、一人ひとりが周りの子どもに関心を
もってください。

葛飾北斎「潮干狩図」
江戸時代・19世紀
本館蔵（中島小一郎氏寄贈）

11/12～25は「女性に対する
暴力をなくす運動」期間です

　夫・恋人などからの暴力に悩んでいませんか？ひとりで悩まず、まずは
相談を。
ＤＶ相談専門電話  4305-0100

 市民局男女共同参画課  6208-9156  6202-7073

大阪市配偶者暴力相談支援センター

大阪市男女共同参画普及啓発事業

　パネル展示などを通じてDVやデートDV、ストーカーなど日常に潜
む暴力についての理解と認識を深めます。

 11/12（土）～26（土）9:30～21:30  クレオ大阪南
 大阪市男女いきいき財団  7656-9040  7656-9045

◆「知っていますか？ドメスティク・バイオレンス」

　街頭で「アメちゃん」を配ることでDV撲滅へのメッセージを広げる
キャンペーン。

 11/17（木）11：00～12：00  あべのキューズモールウェルカムコート
 大阪市男女いきいき財団  7656-9040  7656-9045

◆街頭啓発キャンペーン
　「アメちゃん・コミュニケーションで拡げるＤＶ撲滅の輪」

0120-01-7285（まずは一報　なにわっ子）

「虐待かな？」と思ったら、すぐに相談（通告）を。
あなたの一報で救うことができる親子がいます。

「児童虐待ホットライン」24時間365日対応「児童虐待ホットライン」24時間365日対応

～すべての子どもが笑顔で暮らせる社会に～
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