
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。

柴島浄水場「桜並木通り抜け」
3/29（水）～4/9（日）9:00～21:00

※駐輪場・駐車場はありませんので
公共交通機関をご利用ください。
水道局総務課 
6614-8866（ご案内専用テープ）
6616-5409

大阪城天守閣 
桜のシーズン開館延長
入館料600円ほか 3/25（土）～4/9
（日）9:00～19:00（入館は18：30まで）
大阪城天守閣 
6941-3044 6941-2197

キッズプラザ大阪 
春休み臨時開館のお知らせ
3/27(月)､4/3(月)
キッズプラザ大阪

6311-6601 6311-6605

桜の季節です

講座・教室

催 し

　定期募集などで応募者が募集戸数に
達しなかった公営住宅などの入居者。
申し込みには収入などの条件がありま
す。 4/5（水） 3/30から住情報プラ
ザ、住宅管理センター（梅田・阿倍野・平
野）、大阪市サービスカウンター（梅田・
難波・天王寺）などで配布する募集住宅
一覧をご覧ください。 大阪市住ま
い公社 6882-7024 6882-7021

　開園時間を20:00まで延長し、サバン
ナゾーンを7色の照明で演出します。入
園料大人500円ほか 3/18（土）・19
（日）・20（月・祝）・25（土）・26（日）

天王寺動物園 
6771-8401 6772-4633

　市政や教育分野などで重要な役割を
果たした名望家たちの家に残された史
料を通して、彼らの実像や大阪という
都市社会に迫ります。費用600円ほか。
4/24（月）まで9:30～17:00 ※入館は

16:30まで。火曜休館。 大阪歴史博
物館 6946-5728 6946-2662

　国の重要無形文化財であり、世界無
形文化遺産でもある人形浄瑠璃文楽な
どの伝統芸能を、サムライにちなんだ
演目で気楽に楽しめる公演。定員各150
人（先着順）。費用2500円（前売）ほか。
3/13（月）～16（木）19：00～20：30
山本能楽堂 山本能楽堂ホーム

ページまたは 6943-9454へ。
経済戦略局文化課 
6469-5176 6469-3897

　震災に対する防災知識や意識を高め
ていただくため、下水道の耐震対策の
紹介とDVDの上映や防災グッズの紹
介、防災クイズなどを実施。 3/11
（土）～20（月・祝）9:30～16:00※3/13
（月）は休館

下水道科学館 
6466-3170 6466-3165

　大阪府の登録手話通訳者をめざすた
めの基礎となる初級講座。修了者は中
級・上級へと進級し3年かけて必要な技
術を身につけます。対象は府内に在住・
在勤で手話を用いて聴覚障がい者と日
常会話が可能な方。定員各 4 0人。
会場ごとに判定試験日、講座開催日

が異なります。詳しくは をご覧くだ
さい。 大阪府谷町福祉センターほか
3/31 または区役所で配布の受

講申込書に必要事項を書いて、〒540-
8570（住所不要）府民お問合せセンター
「手話通訳者養成講座」係へ。
福祉局障がい福祉課 
6208-8081 6202-6962

　世界中の珍しいタンバリンが登場
し、魔法のようなリズムや音色を楽し
める音楽会。費用大人1000円ほか。定員
378人（先着順。中学生未満は保護者同
伴。大人だけの申込可）。
3/12（日）14:00～15:00
こども文化センター

6460-7800 6460-9630

　要約筆記の技術を習得し、会議や講
演等で聴覚障がい者のコミュニケー
ション支援をめざす方のための養成講
座①手書きコース②パソコンコースを
開催します。対象は府内に在住・在勤で
要約筆記者として活動が可能な方（②
はノートパソコンを所有しタッチタイ
ピングなどができる方）。定員各20人。
5/25（木）～来年1/25（木）のうち21

　防火意識の普及啓発を目的とした防
火標語。対象は市内に在住・在勤・在学
の方。入賞作は各消防署、 などに掲
出。作品の形式自由。 募集期間：3/6
～4/12（消印有効） ハガキ・送付・
で、標語（1人1点）・住所・氏名・電話

番号、市内在勤・在学の方は事業所か学
校の名称・所在地・電話番号を書いて、
〒550-8566 西区九条南1-12-54、消防局
予防課「防火標語募集」係へ。 
4393-6332 4393-4580

　ポップカルチャーの聖地「日本橋」で
国内最大規模のコスプレイベントを開
催し、「日本橋」の魅力をアピールしま
す。なお、当日は周辺道路において交通
規制が行われます。ご理解・ご協力をお
願いします。 3/19（日）12:00～15:00
※交通規制は11:00～15:30(一部エリア
は18:00まで） 日本橋3丁目南交差点
南詰から恵美須入路交差点北詰までの
堺筋および周辺地域 日本橋スト
リートフェスタ実行委員会 
6655-1717 6655-1717

　舞洲工場と東淀工場で、通常予約が
必要な見学が予約なしでできます。東
淀工場ではフリーマーケットも開催。
3/18（土）10:00～16:00（15:00受付終了）
舞洲工場 6463-4153 6463-7101

東淀工場 6327-4541 6327-4555

　天下統一の変革期に花開いた、豪華
絢爛でエネルギッシュな桃山文化の世
界を知っていただくため、大阪城天守
閣が収蔵する桃山美術の優品を選んで
展示。費用600円ほか。 3/18（土）～5/7
（日）9:00～17:00（3/25（土）～4/9（日）は
19:00まで）※入館は閉館の30分前まで

大阪城天守閣 
6941-3044 6941-2197

　①春のボート体験教室。【一般の部】
対象・定員：大人(満20歳以上)と子ども
(小学4年～中学生)のペア20組40人、家
族などのグループ（小学4年以上の3～4
人)40人。【ドラゴンボートの部】対象・
定員：大人(満20歳以上)または大人を1
人以上含む小学1年以上のペアやグ
ループ（大人は1人で参加可能）40人。②
大阪シティレガッタ「オープンの部（第
70回大会記念レース）」。対象：市内在
住・在勤の競漕経験者。費用①大人1000
円②1クルーにつき7000円ほか。 ①
4/15（土）14:00～16:30②4/16（日）9:00
～17:00 3/24 大川（都島橋～源八
橋～桜宮橋） ① またはハガキ・
ファックスで、参加の部・参加者全員の
住所・氏名・年齢（学年）・代表者の電話
番号を書いて、〒553-0005 福島区野田
1-1-86 業務管理棟9階、経済戦略局ス
ポーツ課「春のボート体験教室」係へ。
② または区役所で配布の申込書に
必要事項を書いて、〒541-0041 中央区
北浜2-3-10 VIP関西センター3階、（一
社）大阪ボート協会事務局「大阪シティ
レガッタ」係へ。
経済戦略局スポーツ課 
6469-3882 6469-3898

　いつまでも自分の足で歩き続けてい
くために、要介護になるリスクについ
て、分かりやすく解説します。対象は18
歳以上の方。定員15 0人（先着順）。
4/20（木）18:10～19:30 あべのメ

ディックス 3/27 または往復
ハガキで、「211回」と明記し、住所・氏
名・年齢・電話番号を書いて、〒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

　夜泣き、寝ぐずり、お昼寝しないな
ど、赤ちゃんの眠りに悩んでいる方を
対象に、赤ちゃんの眠りの仕組みや、夜
泣きの原因、改善のためにできること
などについてのお話をします。定員60
人（先着順）。 3/10（金）10:30～12:30
中央図書館 電話またはファッ

クスで教育委員会生涯学習担当へ。
6539-3347 6532-8520

　①宇宙から届くX線を映像化するこ
とで、爆発した後の星やブラックホー
ルのダイナミックな姿を紹介します。
②何万年というスケールで見ると、星
は並びが変わったり、見えなくなった
りします。未来の星空を見ながら、その
謎を解き明かします。費用600円ほか。
定員各300人（先着順）。
3/2(木)～5/28(日)※月曜休館（休日

の場合は翌平日）
市立科学館 

6444-5656 6444-5657

市営住宅の入居者 イースターナイトZOO

特集展示「近代大阪と名望家」

上方伝統芸能DE歴塾 サムライ篇

防災展
～震災に備えて～

平成29年度 手話通訳者養成講座

こども劇場　音楽
「タンバリン博士のおんがくかい」

平成29年度 要約筆記者養成講座

平成29年度　大阪市防火標語

第13回　
日本橋ストリートフェスタ2017

企画展「 浪花の大ひな祭り
－浪花の豪商の雛道具－」

ごみ焼却工場のオープンデー
（一般開放）

大阪城天守閣テーマ展
「 桃山のTAKUMI
－意匠・技巧・工匠－」

関西マスターズ
スポーツフェスティバル
市長杯第70回記念
大阪シティレガッタ

第211回 市民医学講座
 知っておきたいロコモティブシン
ドローム
－ 要介護になる
危険因子をご存じですか？－

 赤ちゃんにもママにも優しい
安眠講座
～ 赤ちゃんの眠りに
悩んでいるあなたへ～

プラネタリウム　
① 「見えない宇宙のミステリー
～謎の光・Ｘ線をとらえろ～」
② 「見上げよう！未来 の星空
－10万年後にタイムスリップ－」

昨年のパレードの様子 享保雛（住まいのミュージアム所蔵）

　　　　　 竹虎図屏風（部分）
桃山時代の狩野派の作品

　浪花の豪商「加
 か  じ ま  や  

島屋」(廣岡家)伝来の
雛人形や雛道具を初めて展示。豪商の
雛道具にみる大坂の華やかな文化を楽
しめます。費用300円（企画展のみ）ほ
か。 4/2（日）まで10:00～17:00（入館

は16:30まで）、火曜と3/22（水）は休館。
住まいのミュージアム（大阪くら

しの今昔館） 
6242-1170 6354-8601

　疲労度測定や各種健康測定、ウォー
キング教室などの健康測定会をグラン
フロント大阪内ナレッジプラザで開催
します。費用測定1回につき300円～
500円。 3/12（日）10:00～17:00 グラ
ンフロント大阪 市立大学健康科学
イノベーションセンター 
6485-0288 6375-5790

日間（1回4時間） 長居障がい者ス
ポーツセンター 4/10 または
区役所で配布の申込書に必要事項を書
いて、 福祉局障がい福祉課「要約筆
記者養成講座」係へ。 
6208-8081 6202-6962

健康見守り隊フェスタ　2017
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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]、
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