
大の猫好きと
して知られる
歌川国芳な
ど、さまざま
な絵師による
浮世絵の猫
が大集合。土
人形など猫関
連の資料も
展示。
7/27（土）～

9/8（日）9:30～17:00
※会期中の金曜は20:00まで（入館
は閉館の30分前まで）、火曜休館
（8/13は開館）
大人800円ほか

特別展「国芳、広重、国貞、豊国、英泉…
江戸・明治の浮世絵師たちが描く
ニャンダフル 浮世絵ねこの世界展」

特別展にちなんだ、西南学院大学教
授の山根明弘さんによる講演会。定
員250人（当日先着順）。
8/3（土）13:30～15:00
300円（特別展観覧券・半券提示で

無料）

講演会「浮世絵にみるネコの生態学」

大阪歴史博物館
6946-5728　 6946-2662

大阪歴史博物館の
ニャンダフルイベント

繁殖期も終わり、スズメやムクドリ、カ
ラスといった身近な鳥のヒナが、親
子で行動する季節です。鳥の家族の
様子をそっと観察してみましょう。小
学生以下は保護者同伴。
7/27（土）10:00～12:00

※雨天中止

長居植物園案内
植物研究室の学芸員が園内を案内
しながら、季節の植物の説明を行
います。小学生以下は保護者同伴。
7/6（土）14:30～16:00

長居植物園案内・動物編
「身近な鳥の子どもをさがそう」

集合：自然史博物館 玄関前ポーチ
植物園入園料：大人200円ほか
自然史博物館
6697-6221　 6697-6225

長居植物園で
動植物を観察しよう

ネコ好き必見！

歌川国芳
「たとゑ尽の内」 個人蔵

7/20（土）～8/18（日）19:00ま
で、8/19（月）～25（日）18:00まで
（入館は閉館の30分前まで）

大阪城天守閣
6941-3044　 6941-2197

大阪城天守閣

キッズプラザ大阪
8/1（木）～25（日）19:00まで

（入館は18:15まで）
キッズプラザ大阪

6311-6601　 6311-6605

たそがれコンサート2019たそがれコンサート2019

暑さで元気をなくしがちなホッキョクグ
マが夏を快適に過ごせるように、特製の
氷柱をプレゼントします。
7/21（日）10:00～10:30
入園料：大人500円ほか
天王寺動物園

6771-8401　 6772-4633

ホッキョクグマに
氷柱をプレゼント
ホッキョクグマに
氷柱をプレゼント

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
を実施。対象は小・中学生（保護者同伴）。
定員80人。
 8/2（金）8:00～10:30
中央卸売市場東部市場

夏休み子ども市場体験ツアー夏休み子ども市場体験ツアー

ストーンペーパー（防水紙）で作るホイッ
スルやソーラー電池を使ったペットボ
トルランタン作りなど、この夏の自由研
究にぴったりな企画が大集合！就学前の
子どもは保護者同伴。時間・費用はプロ
グラムによって異なります。詳しくはホー
ムページをご覧ください。
7/27（土）～8/25（日）
キッズプラザ大阪

6311-6601　 6311-6605

サバイバル☆キッズ
～作って遊んで生きる力を
　身につけよう～

サバイバル☆キッズ
～作って遊んで生きる力を
　身につけよう～

プロ野球オリッ
クス・バファロー
ズ戦に市内在
住・在勤・在学の
方を無料でご
招待。定員は各
試合1,000組
2,000人。
対埼玉西武8/2（金）～4（日）、対北海

道日本ハム8/23（金）～25（日）
京セラドーム大阪
7/16

  吉田正尚選手  ©ORIX Buffaloes

オリックス・バファローズ戦に
市民の方をご招待！
オリックス・バファローズ戦に
市民の方をご招待！

家庭・職場・学校でのストレスの正しい対
処法を学びます。対象は小・中学生とそ
の保護者。定員100人（先着順）。
7/23（火）14:00～16:00
大阪ガス ハグミュージアム（西区）
または電話で、住所・氏名・電話番

号・年齢、手話通訳・一時保育が必要な
方は、その旨お知らせください。
市民局雇用・勤労施策課
6208-7355　 6202-7073

夏休み特別講演
「親子で学べる
ストレスマネジメント」

夏休み特別講演
「親子で学べる
ストレスマネジメント」

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。昼
食・飲み物は持参してください。
8/17（土）9:30～16:30※雨天決行
柴島浄水場ほか
7/19（消印有効）

れ流の水「、でキガハ復往はたま
ツアー参加希望」を明記の上、代表者の
住所・氏名・電話番号・参加者全員（4人
まで）の氏名（ふりがな）・年齢・学校名を
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

水探検隊
「水の流れツアー」
水探検隊
「水の流れツアー」

幼児～小学生を対象に、①水に関する
ワークショップや②サイエンスマジック
ショーなどのイベントを開催。定員①各
日50人②各回50人（いずれも当日先
着順）。
①7/27（土）・28（日）・8/10（土）・11

（日・祝）・24（土）・25（日）10:00～15:00
②8/25（日）11:00～、13:30～
水道記念館
水道局総務課
6616-5404　 6616-5409

水を知ろう！ 水で遊ぼう！
水道記念館イベント
水を知ろう！ 水で遊ぼう！
水道記念館イベント

本会議場の見学、模擬本会議・委員会の
体験を通して、市会の役割やしくみを学
べます。対象は市内在住・在学の小学3
～6年生とその保護者。定員①50人②
80人。
①8/23（金）14:00～16:00

　②8/24（土）10:30～12:30
市役所8階 市会本会議場
8/2
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

夏休み親子議場見学会夏休み親子議場見学会

中学生議員と
なって市長に質
問や提案をして
みませんか。対
象は市内在住・
在学の中学生。
定員83人。
8/8（木）14:00～17:00
市役所8階 市会本会議場
7/8
学校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

おおさか子ども市会
―中学生市会―
おおさか子ども市会
―中学生市会―

早朝に花を咲
かせるハスの美
しい姿を鑑賞で
きます。期間中
に行われる「ハ
スまつり」では、
ハスの茎を使ってジュースやお酒を飲む
「象鼻杯」体験やマルシェも開催。
早朝開園：7/6（土）～15（月・祝）7:30

～、ハスまつり：7/14（日）・15（月・祝）
9:00～11:00
入園料：大人200円ほか

※一部有料のイベントあり
長居植物園

6696-7117　 6696-7405

長居植物園 ロータスウィーク
～ハスの早朝開園～
長居植物園 ロータスウィーク
～ハスの早朝開園～

ぞうび はい

夏の夕べのひとときに、中学・高等学校の
吹奏楽部をはじめ、陸海空の自衛隊音楽
隊、大阪府警察音楽隊、オオサカ・シオン・
ウインド・オーケストラなどによる、クラ
シックやポピュラー音楽のコンサート。定
員各3,000人（当日先着順）。

またはハガキに観戦希望試合（1
試合のみ）・郵便番号・住所・氏名・年齢・電
話番号、市内在勤・在学の方は勤務先・学
校の区名を書いて、〒550-0023 西区千
代崎3-北2-30、オリックス・バファローズ 
チケットプレゼント「大阪市」係へ。
0570-01-8862（平日9:00～17:00）
6586-0241

会中学校教育担当へ。
6208-9187　 6202-7055

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
6539-3347　 6532-8520

7/12
往復ハガキに参加者全員（4人ま

で）の氏名・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

重大な児童虐待ゼロへ
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