
休館のお知らせ

重大な児童虐待ゼロへ

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

9/2（月）～4（水）
市立科学館

6444-5656　 6444-5657

市立科学館

キッズプラザ大阪
9/2（月）～5（木）
キッズプラザ大阪

6311-6601　 6311-6605

ナイトZOO  2019

「夏祭り」をテーマに、
開園時間を21:00ま
で延長。普段は見ら
れない夜の動物たち
の姿が見られます。
8/3（土）、4（日）、

10（土）～15（木）
入園料：大人500円ほか
天王寺動物園

6771-8401　 6772-4633

　平成30年度「中之島文楽」  協力：人形浄瑠璃文楽座

中之島文楽

文楽のオイシイところをギュッと凝縮！
文楽初心者向けの気軽に楽しめる公
演。定員各日700人（先着順）。
10/4（金）19:00開演、

　 10/5（土）14:00開演
中央公会堂
1,800円（前売）ほか
8/3からCNプレイガイド 0570-

08-9999ほかで発売。チケット購入方
法等については、キョードーインフォ

初期～幕末の
浮世絵の歴史
を辿ることが
できる特 別
展。特に世界
でも稀少な初
期の浮世絵版画や、 飾北斎、歌川広重
の作品は質・量ともに注目です。
8/10（土）～9/29（日）9:30～17:00

（入館は16:30まで）、月曜休館（月曜が祝
日の場合は翌平日、8/13（火）は開館）
市立美術館
大人1,400円ほか
大阪市総合コールセンター
4301-7285　 6373-3302

飾北斎「冨嶽三十六景  凱風快晴」
天保2～4年（1831～33）頃

特別展「メアリー・エインズワース
浮世絵コレクション」

ごみ焼却工場のオープンデー

①平野工場と②舞洲工場で工場見学の
ほか、ごみ処理の仕組みや環境について
学べるゲームや体験コーナーも開催。
①8/25（日）②8/31（土）各日10:00～

16:00（15:00受付終了）

①平野工場 6707-3753 6799-0169
②舞洲工場 6463-4153 6463-7101

メーション 0570-200-888へ。
経済戦略局文化課
6469-5176　 6469-3897

対象は18歳以上33歳未満の方。
必要書類（自衛隊窓口かホームページで

入手可）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。申し込
みなど詳しくは自衛隊大阪地方協力本部
中央地区隊 6942-0743にお問い合わ
せください。
市民局区行政制度担当
6208-7324　 6202-7073

自衛官候補生

今年のテーマは「大阪の祭・イベント」。
合格者には、市立美術館や科学館など
の施設で割引が受けられる合格証を発
行します。
12/8（日）

大阪工業大学大宮キャンパスほか
初級（3・4級）3,800円ほか
10/15
ホームページまたは区役所等で配布

する受験要項の払込取扱票による郵便
局での申し込み。
なにわなんでも大阪検定事務センター
6944-7728　 6944-6330

第11回
「なにわなんでも大阪検定」受験者

水道や水に関する絵。対象は市内在住・
在学の小学生。
9/6
作品（画用紙）の裏面に、住所・氏名・

電話番号・学校・学年・タイトル・絵の説明を
書いて、持参または送付で、〒559-8558 
住之江区南港北2-1-10 ATC ⅠTM棟9階、
水道局総務課ほかへ。
6616-5404　 6616-5409

「水」の絵コンクールの作品

障がいのある人とない人との心のふ
れあいを通じて学んだことなどを表現
した作文またはポスター。対象は市内
在住・在学の①小学生以上②小・中学
生。申込方法など詳しくは をご覧く
ださい。
9/4
福祉局障がい福祉課
6208-8071　 6202-6962

①心の輪を広げる体験作文
②障がい者週間のポスター

危機管理室危機管理課　 6208-7388　 6202-3776

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。

第8回大阪880万人訓練

災害に備えましょう

日本フィンランド外交関係樹立100周年記念

世界的に著名なフィンランド工芸のコレクターで
あるキュオスティ・カッコネン氏の所蔵作品約
130件を展示し、フィンランド陶芸の豊かな世界
を紹介します。
また、テキスタイル・ブランド「マリメッコ」の制作
過程などを紹介する特別展を同時開催。
10/14（月・祝）まで 9:30～17:00（入館は16:30

まで）、月曜休館（月曜が祝日の場合は翌平日）
大人1,200円ほか
東洋陶磁美術館　

6223-0055　 6223-0057

ルート・ブリュック 陶板《聖体祭》(部分)
1952-1953年 アラビア製陶所

コレクション・カッコネン
Photo：Niclas Warius

マイヤ・ロウエカリ（1982-）
桜の花の雨 2017

「フィンランド陶芸
  芸術家たちのユートピア」特別展

「マリメッコ・スピリッツ
  フィンランド・ミーツ・ジャパン」同時開催

【防災行政無線（屋外スピーカー）発信】
9/5（木）10:50 880万人訓練開始案内

11:00 緊急地震速報の訓練放送
11:05 大津波警報の訓練放送

【緊急速報メール・エリアメールの発信】
9/5（木）11:03 大阪府全域

11:04 大阪市全域

服部霊園80区画、218霊地
瓜破霊園111区画、212霊地
募集期間：9/3～18
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

市設服部霊園、
瓜破霊園の霊地使用者

世界で収集された
多数の標本や約2
メートルの巨大模
型で、昆虫の驚くべ
き世界をご紹介。
9/29（日）まで

9:30～17:00（入
館は16:30まで）、

特別展「昆虫」

防災行政無線の放送内容は、防災行政無線テレホンサービス（ 6210-3899）でもご確認いただけます。

弘済院附属病院の医師による認知症の
最新情報や予防に関する講演会。定員
500人（先着順）。健康相談コーナー
（13:30～）もあります。
9/8（日）14:00～16:00
大阪工業大学梅田キャンパスOⅠT梅田タワー
9/2（送付の場合は消印有効）
持参またはハガキ・電話・ファックス

で、「公開講座参加希望」を明記の上、代
表者の住所・氏名・電話番号・参加希望
人数を書いて、〒565-0874 吹田市古
江台6-2-1、弘済院附属病院へ。
6871-8013　 4863-5351

弘済院 市民公開講座
「認知症はおまかせください！」

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（1,000円ほか）のコンサートを全
81公演開催。
9/8（日）～14（土）
御堂筋を中心に、中之島エリアのビ

ル、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

大植英次プロデュース
大阪クラシック2019

10/14（月・祝）にヤンマースタジアム長
居で開催するイベントをはじめ、市内各
所でさまざまなスポーツが楽しめます。
今年は、男子フィギュアスケートの友野
一希選手に加え、新たに陸上短距離の多
田修平選手が応援アスリートに。詳しくは
をご覧ください。
9月～11月
市内各所（市内スポーツセンターなど）
経済戦略局スポーツ課
6469-3866　 6469-3898

オータム・チャレンジ・スポーツ
2019

月曜休館（月曜が祝日の場合は翌平日、
8/5（月）・13（火）は開館）
大人1,400円ほか
自然史博物館

6697-6221　 6697-6225

地震・津波などの緊急事態に備え、 アラー
ト（全国瞬時警報システム）により受信した
情報を防災行政無線の屋外スピーカーで
試験放送します。今回の試験放送に伴うエ
リアメール・緊急速報メールの配信はあり
ません。
8/28（水）11:00頃

アラートによる試験放送の実施
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