
市営住宅の入居者
（11回落選実績保有者向け）

催　　し催　　し

講座･教室講座･教室

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。

みつ　おき

対象は定期募集および平成28年11月
募集（公営・改良）の落選回数が11回以
上の方。申し込みには収入などの条件
があります。 9/14（木）・15（金）・20
（水）・22（金）・25（月）の10：00～15：00
（12：00～13：00を除く）に住まい情報
センターで受け付け。詳しくは、9/14～
25に住情報プラザ、住宅管理センター
（梅田・阿倍野・平野）などで配布するし
おりをご覧ください。
大阪市住まい公社
6882-7024　 6882-7021

①北霊園78区画②服部霊園108区画
募集期間：9/20（水）まで 詳しく

は、市役所・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。
（一財）環境事業協会
6777-2001 6264-8181

文化交流センター公開講座
「防災講座」
市立大学の教授等による講座。①「災害
時の健康管理：むくみとエコノミークラ
ス症候群」②「市民劇団活動による防
災・減災へのこころみ～地域防災劇団
スミヨシ・アクト・カンパニーの取組～」
③「東日本大震災・熊本地震災害に学び
大阪の地震災害に備える」。対象は16
歳以上の方。定員各回120人（先着順）。
授業料各回500円（市大生無料）。
①9/8（金）②9/15（金）③9/29（金）

各回18：30～20：00

①世界ジュニアテニス9大大会のひと
つである本大会のチケット（チケットプ
レゼント対象日：10/21（土）、22（日）の

船内見学会「のるみる!?クルーズ客船」

大人の大阪港塾～開港の地から巡る大阪港見学会～

とんぼりリバーウォーク写真・絵画展
「道頓堀川への想い」をテーマに一般
募集した写真・絵画の展示会を、道頓
堀川遊歩道『とんぼりリバーウォー
ク』で開催します。 9/8（金）～24
（日） とんぼりリバーウォーク（新戎
橋～大黒橋間） 建設局河川課
6615-6836　 6615-6583

四季の自然や生き物を優美に描く「やま
と絵」の魅力を、土佐派中興の名手、光
起の生誕400年を記念し、作品約50点
で紹介。 9/2（土）～10/1(日)9：30 
～17：00(入館は16：30まで)月曜休館
(休日の場合は翌平日)
市立美術館 大人700円ほか
大阪市総合コールセンター
4301-7285　 6373-3302

中之島公園を中心に家族で水辺に親し
むプログラムを多数展開。「リバーサイ
ドヨガフェスタ秋」や、水辺の芝生で楽し
く過ごす「クラフトビアピクニック」、リ
バーサイドテラス中之島で開催する無

9/15～21は「高齢者防火推進週間」で
す。火災や地震などの災害から高齢者
を守るために、みんなで考え、学べるイ
ベントを開催。 9/16（土）～18（月・
祝）10：00～16：00
あべのフォルサ
阿倍野防災センター
6643-1031　 6643-1040

料屋外演奏
など。詳しく
は をご覧
ください。
1 2 / 2 5

（月）まで
経済戦略

局観光課
6210-9311　 6615-6300

一般家庭の長寿犬、長寿猫や動物園の
長寿動物に対する表彰のほか、動物愛
護に関する講演等を行います。定員
500人（先着順）。
9/23（土・祝）13：30～16：00
中央公会堂
健康局生活衛生課
6208-9996　 6232-0364

特別陳列「土佐光起 生誕400年
近世やまと絵の開花
～和のエレガンス～」

シルバーエイジ・ファイアーイベント

市設霊園の霊地使用者

水辺のまちあそび

館術美川頴）財公（ 風屏図鳥花秋春 起光佐土

昨年のアウトドアヨガ祭り春
の様子

スーパースター・ヴァーゴ アムステルダム

大阪港発祥の地である川口から船で
大阪港を巡ります。対象は市内在住
の満20歳以上でアンケートに回答し
ていただける方。定員各便50人程
度。 9/23（土・祝）、24（日）各日3
便（1便9：40～、2便12：10～、3便
14：10～各90分） 集合：中央卸売
市場前港 9/13 往復ハガキで希

望日と便、参加者全員（2人まで）の住
所・氏名・年齢、代表者の電話番号を
書いて、〒559-0034 住之江区南港
北2-1-10 ATCビル ITM棟10階、港
湾局総務課「大阪港見学会」係へ。
大阪市総合コールセンター
4301-7285　 6373-3302

御堂筋完成
80周年記念事業
御堂筋完成
80周年記念事業

10/4は「中秋の名月」。みんなで一緒に
お月見を楽しみましょう。望遠鏡を使っ
て、月のクレーターも観察。対象は小学
1年生以上（小学生は保護者同伴）。定
員200人。
10/4（水）18：30～20：00 9/19
往復ハガキに、「中秋の名月を見よ

う」と明記し、住所・氏名・年齢（学年）・電
話番号、参加者全員の氏名と年齢（学
年）を書いて、〒530-0005 北区中之島
4-2-1 大阪市立科学館「特別天体観望
会10月４日」係へ。 市立科学館
6444-5656　 6444-5657

大阪動物愛護フェスティバル2017
in 大阪市中央公会堂

特別天体観望会
「中秋の名月を見よう」

または送付（82円切手貼付
の返信用封筒を同封）・ファックス・持参
で、希望講座名（複数可）・住所・氏名・性
別・年齢・電話（ファックス）番号・市大生
は学籍番号を書いて、〒530-0001 北
区梅田1-2-2-600 大阪駅前第2ビル6
階、市立大学文化交流センターへ。
6344-5425　 6344-5524

「胃がんは治る！大切な検診と適切な治
療」をテーマに、死亡率の高い胃がんに
ついて、検診の必要性や正しい知識を
学ぶ。定員300人（先着順）。
10/7（土）13：00～16：00
朝日生命ホール 9/30
ハガキ・ファックスで、住所・氏名・年

齢・性別・電話（ファックス)番号を書いて、
〒536-8588 城東区森之宮1-6-107、
（公財）大阪府保健医療財団 大阪がん循
環器病予防センター調査室へ。
6969-0676　 6969-0676

「がん予防キャンペーン大阪2017」講演会

プレゼントプレゼント
①大阪市長杯2017世界スーパージュニア
テニス選手権大会 ②第43回社会人野球
日本選手権大会　観戦チケット

2016年少年シングルス優勝者　綿貫 陽介選手

画像提供：関西テニス協会

小中学校教職員の連携等により、9年間の学力向上に向けた特色ある教育や生活環境支援を行うなど、一貫した指導を通じて
子どもの教育環境のさらなる充実を図っています。
募集対象：①②③市内在住で来年度小学1年生、中学1年生になる児童・生徒
　　　　　④市内在住で来年度小学1～6年生、中学1・2年生になる児童・生徒

教育委員会学事課　 6208‐9114　 6202‐7052

①小中一貫校 むくのき学園
（啓発小学校・中島中学校）

学校公開
対象：保護者のみ学校名 学校説明会

対象：保護者、児童・生徒（保護者同伴）
9/5（火）

9/8（金）

9/6（水）

9/7（木）

9/7（木）

9/8（金）

9/13(水）

9/14（木）

13：00

10：20

11：00

14：00

  9：35

13：10

9：00

9：00

～15：25

～12：35

～15：00

～16：30

～11：35

～16：30

～14：30（※1）

～15：30（※1）

9/9（土）

9/9（土）

9/9（土）

9/16（土）

8：45～10：35（授業公開）
11：00～12：00（学校説明会）

8：45～10：25（授業公開）
10：45～11：45（学校説明会）

8：35～10：35（授業公開）
11：00～12：00（学校説明会）

）1※（）開公業授（03：11～00：9
11：30～12：30（学校説明会）（※2）

②やたなか小中一貫校
（矢田小学校・矢田南中学校）

③いまみや小中一貫校
（新今宮小学校・今宮中学校）

④咲洲みなみ小中一貫校
（南港みなみ小学校＊・南港南中学校）
＊南港緑小・南港渚小を統合して、H30年4月に設置

平成30年度小中一貫校の児童生徒募集説明会等を開催

※1南港緑小・南港渚小・南港南中いずれも実施　※2場所：南港渚小体育館

お好きな１日）を500組1000人の方に、
②社会人野球日本一を決定する最高峰
の大会のチケット（期間中のお好きな1
日）を500組1000人にプレゼント。対象
は市内在住・在勤・在学の方。
①10/16（月）～22（日）②10/30

（月）～11/13（月）の間の11日間
①靱テニスセンター ②京セラドーム

大阪 ①9/29 ②10/10
または往復ハガキで、住所・氏名・

電話番号、市内在勤の方は勤務先名、
市内在学の方は学校名を書いて、
〒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部
①「SJTチケットプレゼント」係 ②「社会
人野球チケットプレゼント」係へ。
経済戦略局スポーツ課
6469-3883　 6469-3898

うつぼ

大阪港開港150年記念

アジアを代表するスター・クルーズ社
の「スーパースター・ヴァーゴ」（①）

ムステルダム」（②③）の船内を特別
にご覧いただける見学会。定員各48
人。 ①10/14（土）14：30～16：00
②10/18（水）9：30～11：00③
10/18（水）11：30～13：00 集合：

天保山客船ターミナル 9/14 往
復ハガキに、参加者全員（2人まで）の
住所・氏名（ローマ字併記）・性別・電
話番号・年齢・生年月日・国籍・当日持
参するパスポート番号、希望日時の
番号、当見学会を知ったきっかけを書
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「のるみる
クルーズ」係へ。
大阪市総合コー

ルセンター
4301-7285　
6373-3302
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