
児童虐待の通告・相談は、24時間365日対応の

にお電話ください。

「児童虐待ホットライン」
（まずは一報 なにわっ子）

0120-01-7285

①動物と人間の食べ物
の違いを知る食生活診
断。先着100人にプレゼ
ントも。
6/8（土）※雨天決行
天王寺動物園
入園料：大人500円ほか

②栄養バランスのとれた食生活を送るた
めの啓発。
6/21（金）
あべのハルカス近鉄本店
健康局健康づくり課
6208-9961　 6202-6967

食育キャンペーン
～6月は食育月間です～

都市再生特別地区の変更 ①淀屋橋駅東
地区（中央区）②淀屋橋駅西地区（中央
区）、市街地再開発事業の決定 淀屋橋
駅西地区（中央区）
縦覧と意見書の受け付け：6/14まで
都市計画局都市計画課

6208-7891　 6231-3753

都市計画案の縦覧等

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。7/1か
らは2月以降に空き家になった住宅も追
加。市外居住者、単身者も申し込み可。た
だし、申し込みには収入などの条件があ
ります。詳しくは6/24から または、住
情報プラザ、大阪市サービスカウンター
（梅田・難波・天王寺）などで配布する申込
みのしおりをご覧ください。
大阪市住まい公社募集担当
6882-7012　 6882-7021

市営すまいりんぐなど
中堅所得者層向け住宅の入居者

魅力ある良質な集合住宅を表彰する
「大阪市ハウジングデザイン賞」を実
施。推薦いただいた方の中から抽選で
50人に図書カード（500円分）をプレゼ
ント。

または市役所・区役所・大阪市
サービスカウンター（梅田・難波・天王寺）
などで配布する推薦ハガキ付きリーフ
レットに必要事項を記入し、6/20～7/20
に都市整備局住宅政策課へ。
6208-9226　 6202-7064

「第33回大阪市ハウジング
デザイン賞」の推薦

募集期間：合葬式墓地 来年3/11まで、
泉南メモリアルパーク 来年3/8まで
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。
環境局事業管理課
6630-3135　 6630-3580

市設瓜破霊園内合葬式墓地・
泉南メモリアルパーク霊地の使用者

ランナーの受け付けや沿道整理などを
行い、大会を支えるボランティア。申込区
分①団体（1団体10人以上）②個人（1人ま
たは5人までのグループ）。定員1万人（先
着順）。
活動期間：11/28（木）～12/1（日）
①6/6～②7/11～に、区役所、大

阪市サービスカウンター（梅田・難波・天
王寺）などで配布する所定の申込書に必
要事項を書いて、大阪マラソンボラン
ティアセンターへ。②はホームページか

第9回大阪マラソンの
ボランティアうめきた2期地区開発事業（北街区・南

街区）
縦覧：7/1まで、意見書の受け付け：

7/16まで
環境局環境管理課ほか
環境局環境管理課
6615-7938　 6615-7949

環境影響評価方法書の縦覧等

【新規】①（仮称）イオン野田海老江ショッ
ピングセンター（福島区）②（仮称）ライフ
南堀江店（西区）
縦覧と意見書の受け付け：①9/17ま

で②9/24まで
経済戦略局産業振興課または①福島区

役所市民協働課②西区役所地域支援課
経済戦略局産業振興課
6615-3784　 6614-0190

大規模小売店舗立地法に基づく
届出書の縦覧等

長居植物園案内・動物編
「街で繁殖する鳥」

第40回文学碑記念の集い

街の中に繁殖し
ているカラスや
コゲラ、シジュウ
カラなどが、ヒナ
を連れていたり、
エサを運んだりす
る様子をそっと観
察しましょう。小学生以下は保護者同伴。
6/22（土）10:00～12:00※雨天中止
集合：自然史博物館 玄関前ポーチ
入園料：大人200円ほか
自然史博物館
6697-6221　 6697-6225

世界キリンの日イベント

キリン保全財団が制定した「世界キリン
の日」にちなみ、キリンのガイド等を実

特集展示
「新収品お披露目展」
市民の皆さんから新たに
寄贈された作品・資料の
一部をお披露目します。
7/8（月）まで9:30～

17:00（入館は16:30ま
で）、火曜休館
入館料：大人600円ほか
大阪歴史博物館

6946-5728
6946-2662

日本で最も歴
史と伝統のあ
る公募展。日
本画、洋画、彫
刻、工芸美術、
書からなる5
部門の作品を
展示。大阪展
では、大阪・兵
庫・奈良・和歌
山に在住する会員作家や入選者の作品
を展示します。
6/30（日）まで9:30～17:00（入館

は16:30まで）、月曜休館
市立美術館
大人1,000円ほか
大阪市総合コールセンター
4301-7285　 6373-3302

G20大阪サミット  6月28・29日開催！

と思ったら違法民泊通報窓口
6647-0835（平日9:00～17:30）
ryokan2016@city.osaka.lg.jp

違法民泊かな？

大阪市食育推進
キャラクター
「たべやん」

昨年度受賞作品

らも申し込み可。
6614-6677　 6614-6678

子どもの発達に沿った「おもちゃ」や「絵
いたしに切大に期児幼乳「、」方び選の本

こと」などをテーマとした、城東よつば保
育園の瀧薫園長による講演。定員100人
（当日先着順）。一時保育が必要な方は、
6/14までにお申し込みください（先着
10人）。
6/21（金）10:00～12:00
大阪市保育・幼児教育センター

6952-0177　 6952-0178

子育て講演会
「未来を生きる子どもたちへ
～幼児期の終わりまでに育ってほしい10の姿～」

花見どき青木豊園筆カ 大正～昭和時代
大阪歴史博物館蔵（坂本宏子氏寄贈）

特別展
「改組新第5回日展」

大阪湾クルーズ

大阪港に就航する大型フェリーで、明石
海峡大橋を眺めながら、大阪湾をめぐり
ます。定員550人。小学生以下は保護者
同伴。
7/27（土）11:00～14:30
大阪南港フェリーターミナル
6/17
往復ハガキに、参加人数（5人まで）・

代表者（中学生以上）の住所・氏名・年齢・
電話番号を書いて、〒559-0034 住之
江区南港北2-1-10 ATC I TM棟10階、
港湾局振興課「大阪湾クルーズ」係へ。
大阪市総合コールセンター
4301-7285　 6373-3302

大阪にゆかりのある文学者の生没地や
文学作品の主な舞台となった場所を示
す大阪市文学碑の第1基目（昭和55年
【織田作之助｢木の都｣】）が建立されたこ
とを記念し、文学碑にちなんだ講演会等
を実施。定員150人（先着順）。
7/6（土）14:00～16:00
太平寺（天王寺区）
6/3から、電話またはファックスで、

代表者氏名・電話（ファックス）番号・参加
人数を書いて、経済戦略局文化課へ。
6469-5177　 6469-3897

使用予定船舶「きたきゅうしゅうⅡ」

こども劇場
「タング ―まほうにかけられた舌―」
&うたのステージ

施します。
6/21（金）13:15～
入園料：大人500円ほか
天王寺動物園

6771-8401　 6772-4633

洋画「青年」天野富美男（会員）

味音痴の少年が亡き父のレストランを守る

したコンサート。定員378人（先着順）。
4歳未満は申し込み不可、小学生以下は
保護者同伴。
6/9（日）14:00～15:30
市立こども文化センター
大人1,000円、中学生以下500円

・来館または往復ハガキ・ファッ
クスで、「6/9タング」を明記の上、代表
者の住所・氏名・電話（ファックス）番号・
参加人数（大人と子どもの内訳）・子ども
の年齢を書いて、〒554-0012 此花区
西九条6-1-20、市立こども文化セン
ターへ。
6460-7800　 6460-9630せ
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