
重大な児童虐待ゼロへ

大阪中之島美術館
開館プレイベント2019
「新収蔵品：サラ・モリス《サクラ》」
2021年度開館予定の大阪中之島美術
館に収蔵された、現代美術作家サラ・モリ

大阪城トライアスロン2019大会

大阪城の東外濠を泳ぎ、大阪ビジネス
パークを自転車で駆け抜け、大阪城公園
内を走る画期的な大会。太陽の広場では
アスリートによるトークショーやスポーツ
体験型イベント、世界のグルメフェスタ&
アジアン夜市も開催。
9/22（日）8:00～
大阪城公園ほか
経済戦略局スポーツ課
6469-3882　 6469-3898

スによる大阪の今の姿を捉えた映像作
品を、開館に先駆けて公開。
9/21（土）～10/6（日）12:00～

19:00（10/6（日）は15:00まで）、9/24
（火）・30（月）は休館
アートエリアB1（北区）
大阪中之島美術館準備室
6469-5194　 6940-4471

幼児～小学生を対象に、水に関するワー
クショップや水道局のお仕事体験などの
イベントを開催。ワークショップは定員各
日50人（当日先着順）。
9/21（土）・22（日）10:00～15:00
水道記念館
水道局総務課
6616-5404　 6616-5409

大人600円ほか
市立科学館

6444-5656　 6444-5657

水を知ろう！水で遊ぼう！
水道記念館イベント

水辺のまちあそび

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

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？

①「自分も周りも大切にするコミュニ
ケーション」②「家庭でも仕事でもつか
えるコミュニケーション術」をテーマに、
仕事と子育てに生かせるスキルアップサ
ロンを開催。大阪ガスの最新機器を使っ
た簡単料理教室とランチタイム交流会
も実施。定員各日48人（先着順）。
①9/24（火）②10/15（火）

いずれも10:20～13:20
大阪ガス ハグミュージアム（西区）
食材費500円
①9/2②9/25から または電話・

ファックスで、希望日・お住まいの区・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（一時保育の場合は子どもの名前・
年齢）を書いて、市民局雇用・勤労施策課へ。
6208-7355　 6202-7073

しごと×子育て
「スキルアップサロン」

桂ちょうばさん、桂小鯛さん、桂弥太郎
さんによる落語3席。最後に「お楽しみ
コーナー」もあります。定員120人（先
着順）。
9/20（金）19:00～
大人1,200円ほか
来館または電話・ホームページで、前

売り券の予約も受け付けています。
難波市民学習センター

6643-7010　 6643-7050

め、民間企業
と協力し、出
会いイベント
を開催。定員
は25～40歳
の男女各20
人（先着順）。
9/21（土）13:00～16:00
CORAL KⅠTCHEN at sea（福島区）
4,000円
9/6から「ゼクシィ縁結びイベント」

ホームページで。
福島区企画総務課
6464-9908　 6462-0792

芸術文化サロン
「なんば笑いえ亭」

大阪動物愛護
フェスティバル2019
記念セレモニーやおお
さかワンニャン特別大
使の杉本 彩さんによる
講演、長寿動物表彰などを行います。
9/21（土）13:30～16:00
中央公会堂
健康局生活衛生課
6208-9996　 6232-0364

公園猫サポーター制度を
ご存知ですか？
公園に住む飼い主のいない猫を適正
に管理する「公園猫適正管理推進サ
ポーター制度」に市民の方と協働して
取り組んでいます。制度への皆さん
のご理解ご協力をお願いします。詳
しくは をご覧ください。
建設局調整課
6469-3823　 6469-3895

9/20～26は「動物愛護週間」です
真田信繁（幸村）自筆書状（部分）〈個人蔵〉

昨年の体験型アクティビティの様子

聚楽第図〈大阪城天守閣蔵〉

夏の展示「戦国の群像～秀吉をとりまく人々～」
豊臣秀吉をはじめとする、戦国時代を駆け抜けた大
名・武将・文化人を、数々の文化財を通してご紹介。
大坂冬の陣に臨む直前、老い衰えゆく自身の近況
を伝えた真田信繁（幸村）の自筆書状は必見です。
10/9（水）まで

    9:00～17:00（入館は16:30まで）

企画展示「描かれた城郭」
収蔵品の中から、秀吉が築いた大坂城・聚楽第・
伏見城をはじめ、各地の城郭を描いた屏風絵・額
絵・錦絵・縄張図などを展示。
10/10（木）まで

    9:00～17:00（入館は16:30まで）

大阪城天守閣　 6941-3044　 6941-2197
入館料：大人600円ほか

戦国時代・城郭ファン必見！ 大阪城天守閣の企画展示戦国時代・城郭ファン必見！ 大阪城天守閣の企画展示

はるか昔から人々が見てきた星空と、時
に生じる天文現象を紹介しながら、私た
ちと宇宙の関係を探ります。定員各回
300人（先着順）。
9/5（木）～12/1（日）、月曜休館（月曜

が祝日の場合は翌平日）

プラネタリウム
「星空歴史秘話」

第8回「はかる」シンポジウム

今年、130年ぶりに「キログラム」の定義
が変わったことをご存知ですか？長さや
重さ、時間など、普段何気なく使っている
「単位」の奥深さを知ることができるシン
ポジウム。来場者には抽選でプレゼント
も。定員560人。
11/10（日）13:30～16:00
りそなグループ大阪本社ビル（中央区）
10/15
ハガキまたはファックス・ で、住

所・氏名・電話番号（ファックス番号）、手
話通訳が必要な方はその旨を書いて、
〒552-0005 港区田中3-1-126、大
阪市計量検査所 はかるシンポジウム
係へ。
6577-5888　 6577-5808

観戦チケット
①大阪市長杯2019 世界スーパー
ジュニアテニス選手権大会
②第45回社会人野球日本選手権大会

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。
10/19（土）9:30～16:00

　※雨天決行
柴島浄水場ほか
9/20（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、〒559-0034 住之江区南港北2-1-10 
ATC ⅠTM棟6階、建設局調整課へ。
6615-7586　 6615-7690

水探検隊「水の流れツアー」

①② 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
「S T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

2,400人にプレゼント。対象は市内在住・
在勤・在学の方。
10/14（月・祝）～20（日）
ⅠTC靭テニスセンター
9/29

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1,000人にプレゼント。対象
は市内在住・在勤・在学の方。
10/21（月）～11/5（火）の間で開催（予定）
京セラドーム大阪
10/11

①世界ジュニアテニス9大大会の一つで
ある本大会の有料試合のチケット（10/19
（土）、20（日）のお好きな1日）を1,200組

2018年少年シングルス優勝者  齊藤惠佑選手（左）
2018年少女シングルス優勝者  クララ・タウソン選手（右）

画像提供：関西テニス協会

結婚を希望する方の婚活を応援するた

大阪市×ゼクシィ縁結び
婚活イベント

おおさかワンニャン
特別大使

杉本 彩さん

じゅらくてい

そとぼり

うつぼ

水辺の芝生で楽しく過ごす「クラフトビア
ピクニック」や体験型アクティビティと
いった親子で楽しめる外遊びなど、中之
島公園を中心に水辺に親しむプログラム
を多数展開。詳しくは をご覧ください。
11/10（日）まで
経済戦略局観光課
6210-9311　 6615-6300
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