
工芸家や画家を積極的に支援した近代
の実業家、光村利藻のコレクション展。
膨大な数の刀装具や刀剣の全貌を探
り、彼が愛した美の世界を紹介。
1/27（土）～ 3/18（日）9:30～

17:00 期間中の金曜は20:00まで（入
館は閉館の30分前まで）火曜休館
大人1200円ほか
大阪歴史博物館

6946-5728　 6946-2662

市内に現存する最古の洋風建築である
泉布観を一般公開。定員各日400人。

3/16（金）～18（日）10:00～17:00
（入館は16:30まで） 泉布観 1/26
（消印有効） 往復ハガキに住所・氏名・
希望日・参加人数（2人まで）を書いて、
〒553-0005 福島区野田1-1-86業務
管理棟8階、経済戦略局文化課「泉布観
一般公開」係へ。
大阪市総合コールセンター
4301-7285　 6373-3302

オーケストラ演奏を身近に感じてもらう
コンサート。今回は大ヒット映画ハリー
ポッターやスター・ウォーズなどのメイ
ンテーマの演奏をたっぷりお楽しみい
ただけます。
2/9（金）19:00開演
ザ・シンフォニーホール
大人1500円ほか
【チケット販売】大阪フィル・チケット
センター 6656-4890ほか。
経済戦略局文化課
6469-5177　 6469-3897

日本の伝統芸能である能・狂言を、こど
もや初心者にもわかりやすく解説を交
えて公演。定員各500人（先着順）。
①2/4（日）②2/25（日） いずれも

10：00～12：00
大槻能楽堂
大人1500円（前売）ほか
【チケット販売】チケットぴあ
0570-02-9999（Pコード：483-292）

【チケット問い合わせ】（公社）能楽協会
大阪支部（大槻能楽堂内）
6761-8055
経済戦略局文化課
6469-5174　 6469-3897

市営すまいりんぐ（子育て応援型）・市営
すまいりんぐ・市営特定賃貸住宅・市営
再開発住宅の入居者を随時募集中。
2/1からは昨年11月以降に空家になっ
た住宅も追加。市外居住者、単身者も申
し込み可能。ただし、申し込みには、収入
などの条件があります。

大阪市住まい公社
6882-7012　 6882-7021

図書館での一般作業に従事する職員。
定員1人。対象は市内在住で療育手帳の
交付を受け、地方公務員法第16条〈欠
格事項〉に該当しない方。 選考試験：
2/8(木) 1/19 区役所、市民情報プ
ラザなどで配布（ にも掲載）の申込書
を、送付または持参で 教育委員会事
務局総務課へ。 教育委員会総務課
6208-9076　 6202-7052

市立保育所で勤務する保育士（任期付
職員[一般・育休]・非常勤嘱託職員・ア
ルバイト［フルタイム・パートタイム］）を
随時募集中。採用区分による勤務条件、
申込方法など詳しくは をご覧くださ
い。 一般任期付職員については、こど
も青少年局総務課
6208-8116　 6202-7020

育休任期付職員・非常勤嘱託職員・アル
バイトについては、こども青少年局保育
所運営課
6208-8121　 6202-9050

と畜解体作業に従事する職員。任用期
間は4/1～平成33年3/31。定員4人程
度。【1次試験】2/7（水）【2次試験】
2/20（火） 1/30 区役所、市民情報
プラザなどで1/4（木）から配布（ にも
掲載）の申込書を、中央卸売市場南港市
場へ送付。 中央卸売市場南港市場
6675-2010　 6675-2029

対象は18歳以上27歳未満の方。
自衛隊窓口などで配布（ホーム

ページにも掲載）している募集要項に

昨年9月に開催され
たパラトライアスロン
世界選手権で優勝し
た谷真海選手による
講演。夢に向けて一歩
を踏み出すヒントを学
びます。定員350人
（先着順）。
1/14（日）14:00

～15:30 クレオ大阪東
電話・ファックスで、居住区・氏名・

年齢・電話番号・ファックス番号、一時保
育（1歳～就学前、定員10人）・手話通
訳・車いす席が必要な方はその旨を、大

催　　し催　　し

市立昼夜間単位制・定時制高等学校の生徒

特別展「鏨の華
～光村コレクションの刀装具～」

たがね

とし　も

せん　ぷ　かん

重要文化財「泉布観」の一般公開

市営すまいりんぐなどの入居者

保育士（任期付職員・非常勤嘱託職員等）

嘱託職員（知的障がいのある方）

技術作業員（任期付職員）

自衛官候補生

咲くやこの花賞贈呈式

記載の必要書類を持参または送付で、
〒540-0008 中央区大手前4-1-67 大
阪合同庁舎2号館3階、自衛隊大阪地方
協力本部へ。 市民局区行政制度担当
6208-9861　 6202-7073

または自衛隊大阪地方協力本部中央地
区隊 6942-0743　 6942-0743

①[昼夜間単位制]中央高等学校（普通
科、ビジネス科）②[定時制] 都島第二工

工二第、）科業工、科通普（ 校学等高業
芸高等学校（工業科）。対象は①本人お
よび保護者の住所が大阪府内にある者
②住所または勤務先が大阪府内にある
者。 学力検査等：①2/20（火）・21
（水）②3/12（月） 実施要項に記載の
必要書類を①2/14（水）・15（木）②3/2
（金）・5（月）・6（火）に各学校へ持参。
教育委員会学事課
6208-9114　 6202-7052

将来の大阪文化を
担う若手芸術家に対
し、一層の飛躍の期
待を込めて贈る賞。
贈呈式では、歴代受
賞者による記念コン
サートをお楽しみい
ただけます。定員
800人。
2/28（水）19:00～
大阪国際交流センター
2/9 往復ハガキに住所・氏名・

電話番号・参加人数（2人まで）を書
いて、〒530-0015 北区中崎西1-4-22-
312、咲くやこの花賞受賞者等支援事
業実行委員会へ。
6372-6707　 6372-3691

世界で最も有名な客船「クイーン・エリ
ザベス」が、3/15・22に大阪港に入港
するのを記念して、「クイーン・エリザベ

平成21年度受賞者の
ソプラノ歌手
石橋栄実さん

クイーン・エリザベス

クイーン・エリザベス大阪発着記念
クルーズセミナー

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）」へ。

情報クリップ情報クリップ
下水道科学館　一時休館（老朽
化のため）
4/1～（再開時期は改めてお知ら

せします） 建設局調整課
6615-7586　 6615-7690

1/28（日）12:10スタート

第37回大阪国際女子マラソン・
2018大阪ハーフマラソン 

ヤンマースタジアム長居のゴールをめざし、ランナーが新春の
大阪なにわ路を走り抜けます。特に大阪国際女子マラソンは
東京 2020 オリンピックにつながる大会として、熱い戦いが期
待されます。皆さんのあたたかい声援をお願いします。

当日は交通規制が行われます。ご迷惑をおかけしますが、ご理
解・ご協力をお願いします。詳しくは をご覧ください。

大阪国際女子マラソン組織委員会事務局
6633-9632　 6633-2293

●交通規制にご協力をお願いします●

講座･教室講座･教室
講演会「可能性の広げ方」
～2020年への挑戦～

谷 真海選手
（パラリンピアン）

鍾馗鬼図大小鐔　松尾月山作
根津美術館蔵

①こどもとたのしむ能狂言
②初心者のための能狂言

阪市男女いきいき財団へ。
7656-9040　 7656-9045

心臓手術は、年間約6万人が受けていま
す。どんなプロセスで心臓手術が必要と
の判断に至るのかをお話しします。対象
は18歳以上の方。定員150人（先着順）。
2/23（金）18:10～19:30 市立大

学医学部医学情報センターホール
1/29 または往復ハガキ（1人

1通）で、「220回」・住所・氏名・ふりが
な・年齢・電話番号、手話通訳が必要な
方はその旨を書いて、〒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

第220回市民医学講座　
心臓の手術が必要って言われました！
「きづく・はかる・なおす」というプロセス

ス」やクルーズの魅力を紹介するセミ
ナー（※当日、船は入港していません）。
定員250人。 2/17（土）14:00～
16:00 海遊館ホール
1/23 または往復ハガキに、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。
大阪市総合コールセンター
4301-7285　 6373-3302

大阪フィルの演奏による
「Enjoy!オーケストラ ～オーケスト
ラで聴く映画音楽の世界！～」

ま　 み
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