
　世界の強豪女子チームと全日本女子
チームとの国際交流試合を開催。 ①
2/9（木）10：30～14：30②2/10（金）10：00
～19：15③2/11（土・祝）11：00～14：
30 中央体育館 国際親善車椅子バ
スケットボール大阪大会実行委員会事
務局 6606-1631 6606-1638

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。

　社会人等が学部・大学院前期博士課
程（修士課程）の授業科目のうち、志望
する科目を履修し、その学修成果に対
して正規の単位を得ることができる科
目等履修生。詳しくは2/6から配布
（ホームページからも請求可）する募集
要項をご確認ください。 2/27～
3/1（17:00必着）に入学検定料を納付の
うえ出願書類を書留速達郵便で、
〒558-8585 住吉区杉本3-3-138、市立大
学大学運営本部入試室へ。
6605-2141 6605-2133

　史跡や古い町並から歴史を体感でき
るウオーキングイベント。初めて参加
する方や子ども、高齢者など誰もが楽
しめます。参加費500円（事前申込）ほ
か。 3/12（日）8:30受付開始 住吉公
園 3/6 ファックス・ハガキで区
役所などで配布するチラシ裏面記載の
必要事項を書いて、大阪シティウオー
ク事務局へ。ホームページからも申込
可。 6205-0818 4707-0331

　幼児期における教育の充実を図るこ
とを目的として、全ての就学前の子ど
もたちのために編成した「就学前教育
カリキュラム」の内容も踏まえた講演。

　子どもや初めての方でも伝統芸能の
上方落語が楽しめる落語会を開催。定
員各210人（先着順）。費用①②中学生以
下500円ほか③2000円ほか ①3/18
（土）・25（土）10:00～11:30②3/26（日）
10:00～11:30③3/18（土）18:00～20:30

天満天神繁昌亭 6352-4874、チ
ケットぴあ 0570-02-9999（Pコード

　大阪市ハウジングデザイン賞受賞住
宅の表彰式と、都市居住の魅力を人と
住まいとの関わりという観点から、今
後の展望についてディスカッションす
るシンポジウムを開催。定員100人（先
着順）。 2/11（土・祝）13:30～17:00

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「シンポジウム（2/11）」係へ。 
6242-1160 6354-8601

　大阪の文化がもっと活性化し、文化の力で大阪がもっと元気になるよ
う、市民の皆さんが芸術文化に親しむ機会を増やし、創造的な活動を行う
芸術家の育成・支援を行っています。
　この「ONPS」は、大阪で活躍する若手プロデューサーの育成・支援を目
的とし、“ストリートカルチャー”を軸にさまざまなジャンルのプログラ
ムを行います。大阪の芸術文化の魅力をぜひ体験してください。

　大阪で誕生したストリートファッションブランドが出展す
るファッション＆ダンスショー。踊るように歩く今までにな
い新感覚なファッションショーです。
2/25（土）①13：00～②15：00～　
なんばカーニバルモール

　落語に映像・音響・照明を用い、さらに英語字幕をつけた新
しい演出の「スーパー落語」をライブハウスでお届けします。
落語の楽しみ方などの解説も行います。
3/1（水）･2（木）19：00～21：00（18：00開場）　
心斎橋SUNHALL

出演：桂
かつら

佐
さ

ん
ん

吉
きち

、桂
かつら

小
こ

鯛
だい

　チケット：前売1000円、当日1500円
チケットの購入方法やこのほかのイベントはホームページを
ご覧ください。

▶ファッション×ストリートダンス
　OSAKA STREET SHOW

▶初心者も海外の方も楽しめる！「スーパー落語」

　全国を巡回する日展の作家による作
品と入賞者の作品などを展示。費用
1000円ほか。 2/18（土）～3/20（月・
祝）9:30～17:00（入館は16:30まで）、月
曜休館（3/20は開館） 市立美術館
大阪市総合コールセンター
4301-7285 6373-3302

　日本初上映となるアジア映画最新作
などを一挙上映します。各国からゲス
トを迎え、質問コーナーやサイン会な
ど、多彩なイベントを開催。費用は作品
により異なります。 3/3（金）～12
（日） ABCホールほか 各イベント
など詳しくは をご覧ください。
大阪アジアン映画祭運営事務局 
6373-1211 6373-1213

　家庭等から出されるごみが、どう処
理されるのかを見学いただけます。ア
ニメーションや電気を作るゲーム、ク
イズコーナー等を通じて、ごみ処理の
仕組みや環境について楽しく学ぶこと
ができます。 3/5（日）10:00～16:00
（15:00受付終了） 平野工場
6707-3753 6799-0169

　人形劇、読み聞かせ、クラフト作りや
ブラスバンド教室とミュージカル教室
の発表など、大人も子どもも一緒に楽
しめる催しです。費用100円（無料の催
しもあり）。 3/4（土）10:00～15:30、5
（日）11:00～15:30 こども文化セン
ター 6460-7800 6460-9630

　ハンセン病に対する正しい知識の普
及・啓発と偏見・差別の解消を図るため
のシンポジウム。費用500円。定員600人
（当日先着順）。 2/18（土）13 :30～
16:30 阿倍野区民センター
大阪市保健所感染症対策課
6647-0656 6647-1029

　「トイレの近代史を語るー『ごみとト
イレの近代誌』からー」「下水道の原風
景点描」の2つのテーマで、それぞれ水
環境や下水道分野に精通した講師がお
話しします。定員60人（先着順）。
2/25（土）13:30～16:00 電話・
ファックス・ で、住所・氏名・電話番
号を書いて、下水道科学館へ。 
6466-3170 6466-3165

　昨年4月の電力の小売全面自由化に
続き、4月からガスが小売全面自由化に
なります。電気やガスの供給の仕組み
や生活への影響、電力会社・ガス会社を
切り替える際の注意点をわかりやすく
お話しします。対象は市内在住・在勤・

　大阪フィルハーモニー交響楽団と市
内各校吹奏楽部から選抜された中学生
が共演。定員1400人（先着順）。費用800
円。 3/20（月・祝）15:00開演 ザ・シ
ンフォニーホール 大阪フィル・チ
ケットセンター 6656-4890、ザ・シン
フォニーチケットセンター 6453-
2333、チケットぴあ 0570-02-9999（P
コード：316-288）、ローソンチケット 
0570-000-407（Lコード：57142）へ。

 市立大学でもう一度学んでみませ
んか？

 2017国際親善女子車椅子バスケッ
トボール大阪大会

大阪シティウオーク2016
住吉大社から平野郷をウオーク

 講演「子どもの育ちを喜び合いま
しょう」
～おもちゃから育つ力～

①こどもらくご教室
②こどもらくご教室（上級編）
③はじめての寄席～繁昌亭夜席～

 第30回大阪市ハウジングデザイン
賞表彰式・第4回大阪市ハウジング
デザインシンポジウム
「住みごたえのある住まいづくり」 

 はじめましてオーケストラ
～大阪フィルと中学生の共演～

特別展「改組 新 第3回 日展」

第12回大阪アジアン映画祭

平野ごみ焼却工場オープンデー

春のこども文化まつり

ハンセン病問題講演会

水環境をかたる会

 エルちゃんの“わん”デー講座
「今度はガスが?! ～ガス・電気の
小売自由化について知ろう～」

催 し

発電体験の様子

講座・教室

定員100人（当日先着順）。 2/6（月）
10:00～12:00 大阪市保育・幼児教
育センター（準備室） 
6952-0173 6952-0178

コレクション展①「明清～近代の書
画」②「陶芸家・富

とみ

本
もと

憲
けん

吉
きち

のデザイン」
③「硯

すずり

箱
ばこ

の世界」④「天神さま」
費用300円ほか 2/18（土）～3/20
（月・祝）9:30～17:00（入館は16:30ま
で）、月曜休館（3/20は開館） 市
立美術館 
6771-4874 6771-4856

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。

経済戦略局文化課 
6469-5175 6469-3897

在学の方。 2/15（水）14:00～15:30
阿倍野市民学習センター 2/8
または電話で大阪市消費者セン

ターへ。
 6614-7522 6614-7525

597-700）へ。 経済戦略局文化課
6469-5174 6469-3897

オ ン プ ス若手プロデューサーによる祭典「ONPS」

経済戦略局文化課  6469-5176  6469-3897
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