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12月
施設名（５０音順）

１月
26日 27日 28日 29日 30日 31日 1日 2日 3日 4日 5日 6日
月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金

大阪城弓道場
大阪城天守閣
大阪城西の丸庭園
大阪プールアイススケート場
大阪歴史博物館
屋内プール（扇町・城東・阿倍野）
屋内プール（下福島）
屋内プール（西・大阪・生野・旭）
屋内プール（西淀川・住吉）（★）
屋内プール（淀川）
屋内プール（長居）
屋内プール（平野）（★）
屋内プール（その他）
キッズプラザ大阪（※1）
クラフトパーク
慶沢園
下水道科学館
咲くやこの花館
真田山プールアイススケート場
自然史博物館
修道館
市立科学館
市立大学理学部附属植物園
市立美術館（※2）　
住まいのミュージアム（大阪くらしの今昔館）
体育館（中央）　トレーニング室
地域図書館（23館）
中央公会堂
中央図書館
鶴見緑地乗馬苑（※3）
鶴見緑地パークゴルフ場
鶴見緑地プール（★）
天王寺公園（年中無休）
天王寺動物園
東洋陶磁美術館
長居障がい者スポーツセンター
長居植物園
長居トレーニングセンター
浪速アイススケート場
南港魚つり園護岸
花と緑と自然の情報センター
ピースおおさか
舞洲障がい者スポーツセンター（アミティ舞洲）（※4）
野鳥園臨港緑地（展望塔）

は休館日です

★休館日以外に、改修工事等のため臨時休館する場合がありますので、利用の際は事前に施設へお問い合わせください。
※1　12/5～9は館内整備のため臨時休館
※2　本館改修工事等のため2/17まで休館（地下展覧会室は通常どおり開館。ただし、12/19～1/3は休館。）
※3　12/29は9:00～12:00まで開園
※4　舞洲障がい者スポーツセンターの宿泊施設は無休

地下鉄・ニュートラム… 12/30（金）～1/3（火）：土曜・休日
ダイヤ（12/31（土）は終夜運転）

市バス…12/30（金）～1/3（火）：休日ダイヤ
1/4（水）から、地下鉄・ニュートラム、市バスともに通常ダ
イヤです。

▶初詣のあとは天王寺動物園へ！
　1/1は臨時開園し、酉年にちなんだ新春にふさわしいイベ
ントを開催。ニワトリの「マサヒロ」と「ヨシト」もお待ちして
います。詳細は をご覧ください。入園料500円ほか。
天王寺動物園 6771-8401 6772-4633
▶大阪城天守閣　迎春イベント
　今回も復活門付芸「ちょろけん」が登場！入館者にはオリジ
ナルカレンダーのプレゼントを用意してお待ちしております。
入館料600円ほか。 1/2（月）～3（火） 大阪城天守閣
6941-3044 6941-2197
▶今昔館に初もうで
　福笑、双六、かるた等、大人も子どもも楽しめる懐かしい正月
遊びがいっぱいです。3日は甘酒の振る舞いやあてもの、4・5日
は書初め（有料）もあります。入館料600円ほか。 住まいの
ミュージアム（大阪くらしの今昔館） 6242-1170 6354-8601
▶平成29年大阪市消防出初式
　新春恒例の消防出初式。終了後「市民と消防ふれあいコー
ナー」を開催。オリジナルヒーロー「セイバーミライ」も登場。
1/6（金）10:00～12:00、ふれあいコーナー11:20～12:00

ATC 消防局総務課 6582-2854 6582-2864

■問い合わせ…市営交通案内センター 
6582-1400 6585-6466

博物館・スポーツ施設などの開館情報

急病診療

救急安心センターおおさか

市営交通運行ダイヤ

休館日（12/28～1/4）のお知らせ

　急に具合が悪くなったら、あわてず休日・夜間の診療所へ。
受診の際は健康保険証（医療証なども）を持参してください。
◆休日急病診療所
　診療科目：内科・小児科　診療日：日曜、祝日、12/30（金）～1/4（水）
　受付時間：10:00～16:30

※ 中野休日急病診療所の小児科は平日夜間（20:30～23:00）
も診療を行っています。

都島 都島区都島南通1-24-23
（地下鉄都島2号出口） 6928-3333

西九条 此花区西九条5-4-25
（JR・阪神西九条下車） 6464-2111

十三 淀川区十三東1-11-26
（阪急十三下車） 6304-7883

今里 東成区大今里西3-6-6
（地下鉄今里2号出口） 6972-0767

沢之町 住吉区千躰2-2-6
（南海沢ノ町下車） 6672-6021

中野 東住吉区中野2-1-20
（地下鉄駒川中野1号出口） 6705-1612

◆中央急病診療所　 6534-0321
　西区新町4-10-13（地下鉄西長堀4-A号出口）
診療科目 診療日 受付時間

内科・小児科

月～金曜
（祝日、12/30～1/4除く） 22:00～翌5:30

土曜
（祝日、12/30～1/4除く） 15:00～翌5:30

日曜、祝日、12/30～1/4 17:00～翌5:30

眼科・
耳鼻咽喉科

月～金曜
（祝日、12/30～1/4除く） 22:00～翌0:30

土曜
（祝日、12/30～1/4除く） 15:00～21:30

日曜、祝日、12/30～1/4 10:00～21:30

◆休日・夜間緊急歯科診療 ※事前にご連絡ください。
　天王寺区堂ヶ芝1-3-27、大阪府歯科医師会附属歯科診療
　所（JR桃谷下車）

休日 日曜、祝日、
12/29～1/4

10:00～16：00
(診療時間) 6772-8886

夜間 通年 21：00～翌3：00
（診療時間） 6774-2600

※掲載期間外の定例休館日等は各施設にお問い合わせください。
■ 12/28（水）～1/4（水）…阿倍野防災センター、芸術創造館、
市民学習センター（阿倍野・難波）、総合生涯学習センター

■ 12/29（木）～1/3（火）…市役所、区役所、愛光会館、アイ・スポッ
ト、ATCエイジレスセンター、おおさかATCグリーンエコプラ
ザ、おおさか介護サービス相談センター、大阪国際交流セン
ター、大阪産業創造館、クレオ大阪中央・子育て館・西・南・東（男
女共同参画センター中央館・子育て活動支援館・西部館・南
部館・東部館）、弘済院附属病院、公文書館、こころの健康セン
ター、子ども・子育てプラザ、こども相談センター（児童虐待ホッ
トライン・24時間子どもSOSダイヤルは除く）・南部こども相談
センター、こども文化センター、サービスカウンター（梅田・難
波・天王寺）、市税事務所、市民病院（総合医療センター・十三・
住吉）、社会福祉研修・情報センター、住情報プラザ、住宅管理
センター、消費者センター、市立大学医学部附属病院、心身障
がい者リハビリテーションセンター、人権啓発・相談センター、
粗大ごみ収集受付センター、動物愛護相談室、動物管理セン
ター、早川福祉会館、ヒューライツ大阪（アジア・太平洋人権情
報センター）、保健所、保健福祉センター、老人福祉センター

■ 12/30(金)～1/4(水)…青少年センター（KOKO  PLAZA）
■ 12/31(土)～1/3(火)…水道局お客さまセンター
■ 1/1(日･祝)～3(火)…環境事業センター（ごみの収集、
ペットなどの死体引き取り）

突然の病気やケガで病院に行った方がいい？救急車を呼ん
だ方がいい？（※）

看護師および相談員が、医師の支援体制のもと救急医療
相談に対応

♯7119 または 6582-7119

（※） お薬の使用方法や健康・育児・介護などの相談は対応してい
ません。また、緊急時には迷わず119番通報してください。

■問い合わせ…消防局救急課 4393-6632 4393-4750
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