
夏のおでかけ特集夏のおでかけ特集市内で
楽しむ

ゆっくりと夕涼みをしながら、普段は見
られない夜の動物たちの姿をご覧いた
だけます。入園料大人500円ほか。
7/29（土）・30（日）・8/5（土）・6（日）・

11（金・祝）～14（月）・19（土）・20（日）
21:00まで

天王寺動物園
6771-8401  6772-4633

①世界中で珍
重されている淡
い青緑色の釉
薬を用いた龍
泉窯をはじめ、
高雅な中国青
磁や透明感あ
ふれる高麗青
磁などを展示。
夏の一日、目に
涼やかな工芸
品の数々をお
楽しみくださ
い。②丸山石根
（1919～1999）
は大阪で生ま
れ、日展などで
活躍した日本画
家。8年の歳月
をかけ完成され
た西国三十三所霊場の観音画像を紹
介。慈愛に満ちた御仏の姿を心やすら

コレクション展
①「清涼をもとめて 夏の工芸」
②「丸山石根 西国三十三所観音御画像Ⅱ」

メガ恐竜展2017
―巨大化の謎にせまる―

サイエンスショー
「むらさきキャベツの大実験！」

夏の特別企画
 あそびとまなびの大冒険

～コドモノチカラ ワークショップ2017～

もうイライラしない！
親子で上手に「お片づけ」講座

ナイトZOO

「水都大阪 満喫チケット」発売中

たそがれコンサート2017

夏休み親子議場見学会

特別展「大相撲と日本刀」

夏の展示「豊臣から徳川へと……」

おおさか子ども市会 ―中学生市会―

長居植物園案内
昆虫編「セミのなる樹」

水探検隊「水の流れツアー」

夏休み子ども市場体験ツアー

いわ  ね

ゆう

りゅう きゃく るい

かにご鑑賞ください。費用大人300円
ほか（300円でどちらも鑑賞できま
す）。 7/7（金）～19（水）、8/1（火）～
20（日）9:30～17:00（入館は16：30ま
で）7/13 (木）、8/7（月）は休館

市立美術館
6771-4874　 6771-4856

豊臣から徳川への体制の大転換期に
展開された人間ドラマを、徳川家康が
豊臣秀頼の侍女に送った手紙など第一
級の歴史資料で紹介。入館料大人600
円ほか。 7/21（金）～10/4（水）9:00
～17:00※開館時間延長を除く（入館
は閉館30分前まで）

大阪城天守閣
6941‐3044　 6941‐2197

歴代の横綱が土俵入りの際に使った太
刀など大相撲ゆかりの日本刀と、化粧
廻しや相撲絵など相撲関係資料を紹
介。当館所蔵の大阪相撲関係資料も展
示し、大阪相撲の歴史を学べます。費用
大人1000円ほか。 7/8（土）～8/28
（月）9:30～17:00※期間中の金曜は
20：00まで（入館は閉館30分前まで）
火曜休館（8/15は開館）

大阪歴史博物館
6946-5728　 6946-2662

市営地下鉄・バスの１日乗車券に、アク
アライナーなど３つのクルーズが乗り
放題の乗船券と、食事やお土産などに
使えるバルチケット3枚が付いた水都
大阪をおトクに楽しめるチケット。地下
鉄・ニュートラム駅長室・定期券発売所、
大阪水上バス乗り場などで発売。費用
3300円（大人のみ）。 発売期間：来年
3/21（水・祝）まで（有効期間は発売期
間中の一日）
市営交通案内センター
6582-1400　 6585-6466

夏の宵のひとときに、中学・高等学校の
吹奏楽部に加え、オオサカ・シオン・ウイ
ンド・オーケストラ、陸上・海上・航空自
衛隊音楽隊、大阪府警察音楽隊など各
専門団体によるクラシックやポピュ
ラー音楽のコンサート。定員各3000人
（当日先着順）。 7・8月の毎週金曜
18:30～20:00※雨天決行・荒天中止
大阪城音楽堂
教育委員会生涯学習担当
6539-3345　 6532-8520

史上最大の陸上動物とされる＜竜脚類
＞にスポットを当て、関西初公開とな
る、スペインで発見されたヨーロッパ最
大の「トゥリアサウルス」の復元骨格（半
身）など約200点を展示。費用大人
1600円ほか。 7/25（火）～9/3（日）
9：30～16：30（入館は16：00まで）
大阪南港ATCホール
メガ恐竜展2017事務局
6615-5556　 6615-5021

市会本会議場で、吉村市長に質問・意
見を発表。対象は市内在住・在学の中

青磁貼花牡丹唐草文瓶
龍泉窯 元時代（１４世紀）

太山寺（兵庫）

トゥリアサウルス 復元画十一面千手千眼観世音菩薩
第五番 紫雲山 葛井寺 本尊

丸山石根 1986年
大阪市立美術館蔵

学生。定員86人。
8/10（木）14：00～17：00
市会本会議場（市役所８階） 7/7
学校などで配布される応募用紙

（ にも掲載）に必要事項を書いて、
教育委員会事務局中学校教育担当へ。
6208-9187　 6202-7055

市会の役割やしくみについて説明を聞
き、本会議場などを見学、模擬本会議・
委員会を体験。対象は市内在住・在学
の小学3～6年生とその保護者。
①8/4（金）14：00～16：00②8/5

（土）10：30～12：30　定員①50人②
80人
市会本会議場など（市役所内）
7/12
往復ハガキに希望日・参加者全員

（4人まで）の住所・氏名・電話番号・学校
名・学年を書いて、 市会事務局政策
調査担当へ。
6208-8694　 6202-0508

夏休みの工作に役立つかも。布バック
づくりなど楽しいワークショップがいっ
ぱい！未就学児は保護者同伴。参加費
はワークショップにより異なります。詳
しくはホームページをご覧ください。
7/22（土）～8/27（日）10:30～

16:00（受け付けは15:30まで）
キッズプラザ大阪

6311-6601　 6311-6605

クイズを楽しみながら防災が学べま
す。クイズに挑戦して全問正解すれば
記念品をゲット（先着100人）。
7/22（土）・23（日）10：00～16：00
阿倍野防災センター

6643-1031　 6643-1040

むらさきキャベツから取り出した紫色
の液にレモン汁やマヨネーズを入れる
と色が変わる！？色の変化で酸性やアル
カリ性を調べます。定員各回100人（先
着順）。費用大人400円ほか。
8/27(日)まで。上演時間：火～金曜

は14：00、土・日・祝日・7/21（金）～
8/25（金）は11：00・13：00・14：00・
15：00(各３０分)月曜休館（休日の場合
は翌平日）※8/14は開館

市立科学館
6444-5656　 6444-5657

活気ある「せり」の見学や、冷凍まぐろ
を貯蔵する冷蔵庫内での超低温体験
など。対象は小・中学生（保護者同伴）。
定員80人。 8/2（水）8:00～10:30
中央卸売市場東部市場 ７/14
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・子
どもの学年を書いて、〒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

浄水場や下水処理場などの施設見学
や水上バスによる大川周遊を通して
「水」について学びます。対象は市内在
住・在学の小学生とその保護者。定員
80人。
8/19（土）9:30～16:00※雨天決行
柴島浄水場ほか 7/21（消印有効）
往復ハガキに「水の流れツアー参

加希望」と明記し、参加者全員（4人ま
で）の氏名・年齢・学校名・代表者の住
所・氏 名・電 話 番 号 を 書 い て 、
〒559-8558 住之江区南港北2-1-10 
ATC ITM棟9階、水道局総務課へ。
6616-5404　 6616-5409

大阪に多いクマゼミ。たくさん集まる
樹とそうでない樹があります。これらを
観察しながら、セミの上手な採り方や
道具の作り方を学びましょう。（小学生
以下は保護者
同伴）持ち物：虫
取り網、虫カゴ
7/29（土）

10：00～12：00
（雨天中止）
集合：自然史

博物館通用口
自然史博物館
6697-6221　 6697-6225

誰でも上手に片づけができるルールを
プロが教えます。親子で「片づけ力」を
アップしてみませんか。対象は小学生
とその保護者。定員40組80人（先着
順）。手話通訳は8/8まで、一時保育は
8/15までに要予約。
8/22（火）10:00～12:00
阿倍野市民学習センター
7/6から または電話で教育委

員会生涯学習担当へ。
6539-3346 　 6532-8520

防災クイズチャレンジ
（夏休み特別企画）

開館時間延長のご案内
大阪城天守閣 夏の開館時間延長
7/22（土）～8/20（日）19：00ま

で、8/21（月）～27（日）18：00まで
大阪城天守閣

6941-3044　 6941-2197
キッズプラザ大阪
①夏の開館時間延長 ②臨時開館
①8/1（火）～27（日）19:00まで

（入館は閉館45分前まで）②8/14
（月）・21（月）

キッズプラザ大阪
6311-6601　 6311-6605

長居植物園 ①臨時開園
②ハス開花時期の早朝開園
①7/3（月）・8/14（月）②7/1（土）

～9（日）7:30から
長居植物園

6696-7117　 6696-7405

やく
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