
平成29年度市公立学校園講師登録

環境審議会委員

催　　し催　　し

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。

せん　 ぷ　かん

学校園で講師として活躍したい方や、市
の教員採用試験合格をめざしながら講
師として経験を積みたい方等の登録を
お待ちしています。年度途中の採用も
あります。対象は当該校種・教科の教員
免許状をお持ちの方。
教育委員会教職員人事担当
6208-9125　 6202-7053

環境基本計画の進行管理など、各種施
策についての調査・審議を行う市民委
員を募集します。対象は市内在住の方。
定員2人、任期は２年。 8/31 区
役所、大阪市サービスカウンター（梅
田・難波・天王寺）などで配布（ にも掲
載）する応募用紙と「大阪市の環境を良
くするための取り組みについて」をテー
マにした小論文（800字程度）を、環境
局環境施策課へ。
6630-3482 6630-3580

プロの楽
団による
一流のク
ラシック音
楽を気軽
に楽しんで
いただける、無料または低価格
（1000円ほか）のコンサートを全
81公演開催します。公演スケ
ジュールの詳細は または、区役
所、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
パンフレットをご覧ください。
9/10（日）～16（土） 御堂筋を

中心に、中之島エリアのビルやホー
ル、カフェ、中央公会堂ほか。
チケットの販売方法等について

は、大阪クラシック事務局
6210-2454へ。
大阪市総合コールセンター
4301-7285　 6373-3302

文楽初心者向けの、分かりやすく、
気軽に楽しめる公演。費用1800円
（前売）ほか。定員各700人（先着
順）。 9/29（金）19:00開演、
9/30（土）・10/1（日）16:30開演
中央公会堂 8/5からCNプレ

イガイド 0570-08-9999ほかで
販売。チケットの販売方法等につい
ては、 またはキョードーインフォ
メーション 0570-200-888へ。
経済戦略局文化課
6469-5174　 6469-3897

瀬戸内海沿岸の博物館・水族館と連携
し、瀬戸内海で見つけた標本資料や多く
の情報により、多様で魅力的な自然とそ
の恵みを紹介。費用大人500円ほか。
10/15（日）まで9:30～17:00（入館

は16:30まで）月曜休館（休日の場合は
翌平日）※8/14（月）は開館

自然史博物館
6697-6221　 6697-6225

上町台地から幕末・維新にまつわる史跡
や名所をめぐり、大阪城公園を一周。ロ
ングコースでは文明開化の象徴である
造幣局、泉布観などを歩きます。費用
600円（事前申し込み）ほか、中学生以
下無料。小学生以下は保護者同伴。
9/18（月・祝）ロングコースは8:30

～、ショートコースは9:30～受け付け開
始 集合：もりのみやキューズモール
BASE 9/11 または区役所な
どで配布するチラシ裏面申込書に必要
事項を書いて「大阪シティウオーク」事
務局へ。
6205-0818　 4707-0331

撮影：飯島 隆

市場まつりの即売会 スーパースター・ヴァーゴ

放水体験の様子

生鮮食料品等
の即売会や模
擬せりを実施。
また、市場の食
材を使ったクッ
キング教室や豪
快海鮮鍋の試食会（先着160人、整理券
配布）を行います。クッキング教室は、午
前・午後の２回実施（受け付け10:30～、
13:30～）、定員各回50人（先着順）、対
象は5歳以上（小学生以下は保護者同
伴）。 8/27（日）10：00～16：00 ハ
グミュージアム（京セラドーム前）
中央卸売市場
6469-7935　 6469-7939

①平野工場②東淀工場③舞洲工場で、
通常必要な予約をせずに、見学ができ
ます。東淀工場ではフリーマーケットも
開催。小学生以下は保護者同伴。
①8/27（日）②③8/26（土）各日10:00
～16:00（15:00受付終了）

①平野工場
6707-3753　 6799-0169

②東淀工場
6327-4541　 6327-4555

③舞洲工場
6463-4153　 6463-7101

御堂筋完成80周年
記念事業として、「道
路空間を活用したに
ぎわいの創出」を
テーマに、地域でに
ぎわいづくりに取り
組む有識者、学生、エリアマネジメント
団体などの方々に、曾根崎地下歩道の
活用方策について、さまざまな観点から
提案をいただく意見発表会などを行い
ます。 8/29（火）13：30～16：00
曾根崎地下歩道（ＪＲ北新地駅東側）
建設局道路課
6615-6786　 6615-6582

スター・クルーズ社の客船「スーパース
ター・ヴァーゴ」が、11月まで毎週土曜
に大阪港に入港し、大阪発着クルーズを
実施するのに合わせ、クルーズの旅に
親しんでいただくためのセミナーを実
施。定員250人。 9/2（土）14：00～
16：00 海遊館ホール 往復ハガキ
に、代表者の氏名、住所、年齢、電話番
号、同行者（1人まで）の氏名、年齢を書
いて、〒559-0034 住之江区南港北
2-1-10 ATCビルITM棟10階 港湾局
振興課「クルーズセミナー」係へ。 
8/21
大阪市総合コールセンター
4301-7285 　 6373-3302

大阪港開港150年を
記念し、地下鉄・バスを
利用して開港ゆかりの
地を巡るスタンプラ
リーを開催。 9/30（土）まで
市営交通案内センター
6582-1400　 6585-6466

消防服を着て
の放水体験や
電動消防車の
乗車体験、夏休
み自由研究「わ
が 家 の 防 災
ノート」の作成など。 8/7（月）～13
（日）10:00～16:00受け付けは15:30
（8/13は15:00）まで

阿倍野防災センター
6643-1031　 6643-1040

落語、小噺、おもしろい話なら何でもOK！
持ち時間1人10分以内。入賞すれば、
10/8に天満天神繁昌亭で落語ができま
す！対象は中学生以下の方。 9/10（日）

12：00～17：00 大阪くらしの今昔館
8/25 往復ハガキに、住所、氏名

（ふりがな）、年齢（学年）、電話番号、演目、
書を」言一てし際に場出「、要不・要の台見

いて、〒530-0041 北区天神橋6-4-20、
大阪くらしの今昔館へ。
6242-1170　 6354-8601

情報クリップ情報クリップ
大阪くらしの今昔館イベント
①「今昔館の夏祭り～楽市町家
～」②「町家でお茶会」③「町家
寄席～落語～」
入館料大人600円ほか。②定員50人
（先着順）、費用300円。 ①8/12
（土）・13（日）各日13：00～16：00②
8/20（日）13：00～15：00③8/26
（土）14：00～15：00

大阪くらしの今昔館
6242-1170　 6354-8601

大植英次プロデュース
大阪クラシック2017

 中之島文楽

芸術・文化団体の活動を支援する
「なにわの芸術応援募金」を募集して
います。詳しくは をご覧ください。
経済戦略局文化課
6469-5174　 6469-3897

特別展「瀬戸内海の自然を楽しむ 
～生き物のにぎわいとその恵み～」

ごみ焼却工場のオープンデー
（一般開放）

大阪港開港150年記念
「大阪港クルーズセミナー」

「大阪港ものがたり」スタンプラリー

第12回 子ども落語大会

キッズ＆ユース・ファイアーイベント

御堂筋完成80周年記念シンポジウム

大阪市中央卸売市場フェア
「中央市場がハグミュージアムに
やってくる！！」

大阪シティウオーク2017ー2018
第2回大会「幕末から明治維新を歩く」

防災行政無線の音声放送が聞き取れなかっ
た場合に、電話でも聞くことができます。放
送後に 6210‐3899へおかけいただくと、
放送した内容が再生されます（通話料がかか
ります）。
危機管理室危機管理課
6208‐7388　 6202‐3776 

一定の要件を満たす民間戸建住宅などの耐
震診断・耐震改修設計・耐震改修工事費の一
部を補助します（限度額あり）。①耐震診断費
の9/10 以内。②耐震改修設計費の2/3以
内。また①と②をセットで実施する「パッ
ケージ耐震診断」もあります。③耐震改修工
事費の1/2 以内に、戸あたり20万円（自己負
担による上限あり）を加算。そのほか、３階建
以上の民間マンションの補助もあります（先
着順）。各補助の詳細はお問い合わせくださ
い。 都市整備局耐震・密集市街地整備受
付窓口 6882-7053　 6882-0877 

●同報系防災行政無線（屋外設置スピーカー）発信訓練

●緊急速報メール・エリアメールの発信

９/５（火） 11：00～
第6回

9/5（火）　11：03  大阪府全域
　　　　　11：04  大阪市全域

日時

日時
日時

8/28（月）10：30  防災週間の啓発放送
9/5（火） 10：50  880万人訓練開始案内

11：00  緊急地震速報
11：05  大津波警報

住まいの耐震化を応援します！

防災行政無線テレホンサービスの開始

災害が起こったときに、一人ひとりがさまざまな情報源か
ら必要な情報を認識し、行動できるようにするため、大阪
府全域で一斉防災訓練を実施します。どのような行動を取
るのかを事前に考え、訓練で行動を再確認しましょう。

訓練の合図は市施設の館内放送、同報系防災行政無線（屋
外設置スピーカー）でお知らせします。
危機管理室危機管理課　 6208-7388　 6202-3776

ばなし

けん　だい
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