平成30年度 参加施設一覧（７月13日時点）
地域別
内容別
店舗・施設名
所在地・電話番号
大阪市内 見る・遊ぶ・学ぶ シャトルクルーザー キャプ 大阪市港区海岸通1-5-37
テンライン(外部サイト)
TEL：06-6573-8222

期間
通期（休館日を除く） 天候等
によりやむをえず運休すること
があります

サービス内容
海遊館・シャトル船ジョイントチケット（通常より100円
から300円お得）
大人（高校生以上）：片道2,700円往復3,300円 、中学
生：片道1,800円往復2,400円、小学生：片道1,500円
往復1,800円、幼児（4歳～6歳の未就学児）：片道800
円往復1,000円

大阪市内 見る・遊ぶ・学ぶ 天満天神繁昌亭(外部サイ
ト)

通期

「家族でお出かけ節電キャンペーン」のホームページ
のプリントアウトを持参いただくことで前売り料金で対
応（1枚で5名まで）
※（特別興行は除く）

通期
※月曜日休館

展示場内を自由にご覧いただき、大気・水・騒音・廃
棄物・エネルギー・地球温暖化問題について学ぶこ
とができます。（無料）

大阪市北区天神橋2-1-34
TEL：06-6352-4874

大阪市内 見る・遊ぶ・学ぶ おおさかATCグリーンエコプ 大阪市住之江区南港北2-1ラザ(外部サイト)
10
ATCビル ITM棟11階
Tel：06-6615-5888

７月・８月・９月
身近な環境問題をテーマに学ぶことで、自然の大切
さを発見し問題解決をするいろんな企画をご用意し
ています。
・わくわくエコワークショップ＆うきうきクイズスタンプ
ラリー
7月１日（日）、7月15日（日）、9月16日（日）
・日曜自然工作教室
7月8日（日）、7月22日（日）、8月12日（日）、8月26
日（日）、9月9日（日）、9月23日（日）
・手づくり乾電池教室
7月29日（日）
・木のコロコロ貯金箱づくり
8月11日（土・祝）
・遊べる絵本展
8月11日（土・祝）～8月15日（水）※13日（月）を除く
・エネママまつり 8月19日（日）
・スタンプラリー 7月24日（火）～9月2日（日）
※ただし期間中の月曜日は開催なし
※開催時間は企画内容により異なります
※無料（一部有料あり）

大阪市内 見る・遊ぶ・学ぶ 大阪城天守閣(外部サイト)

大阪市中央区大阪城1-1
Tel：06-6941-3044

右記参照

ドライ型ミスト装置の設置
6月30日（土）～9月30日（日）
夏の開館時間延長
【2時間延長】9：00～19：00
7月21日（土）～8月19日（日）
【1時間延長】9：00～18：00
8月20日（月）～8月26日（日）
※いずれも入館は閉館の30分前まで

大阪市内 イベント

大阪市立扇町プール（屋外 大阪市北区扇町1-1
プールあり）
Tel：06-6363‐8911
（外部サイト）

7月1日～8月31日

回数券（プール・トレーニング場）をご購入の方に、
教室１回体験を贈呈。
（定員になっている教室及び参加者多数の場合は受
講できない場合がございます。予めご了承くださ
い。）
※使用期限は9月末日まで

大阪市内 見る・遊ぶ・学ぶ 大阪市立科学館(外部サイ
ト)

大阪市北区中之島4丁目2-1
Tel：06-6444-5656

7月1日～9月2日までの平日の
み

【展示場】大人400円→320円、高大生300円→240円
※土・日・祝は通常料金、プラネタリウムは別途料金
必要
【サイエンスショー（展示場3階）】「スーパー磁石で大
実験」※詳細は当館公式ホームページをご覧くださ
い。

大阪市内 イベント

大阪市北区中津3丁目4-27
Tel：06-6359‐0700

7月1日～8月31日まで

7月～8月スポーツ教室をお申し込みいただいたお客
様は、お申込された教室以外の教室に1回500円で
体験可能。
※お一人様1回限り
※定員の教室は除く

大阪市立北スポーツセン
ター
（外部サイト）

備考

大阪市内 見る・遊ぶ・学ぶ 大阪市立自然史博物館(外 大阪市東住吉区長居公園1部サイト)
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Tel：06-6697-6221

7月15日～9月30日まで

【特別展】「きのこ！キノコ！木の子！ 〜きのこから
眺める自然と暮らし〜」の開催。
関連行事として、子どもワークショップ、セミナー、講
演会、ギャラリートーク、きのこ相談会を実施。
観覧料：大人 500円、高大生 300円、中学生以下
無料
（常設展には別途観覧料が必要）
※詳細は当館ホームページをご覧ください。

大阪市内 イベント

大阪市立下福島プール（屋 大阪市福島区福島4-1-82下
外プールあり）
福島公園内
（外部サイト）
Tel：06-6444‐3450

7月1日～8月31日

回数券を購入の方（子ども除く）に、大人教室１回体
験を贈呈。（定員になっている教室及び参加者多数
の場合は受講できない場合がございます。予めご了
承ください。）
※使用期限は9月末日まで

大阪市内 イベント

大阪市立中央スポーツセン 大阪市中央区島之内2-12-31 （１）
ター
中央会館4階
・8/11(土)※
（外部サイト）
Tel：06‐6211‐2010
・8/25(土)
・9/8(土)※
・9/22(土) の4日間

（1）8・9月度の開放DAYを通常料金の半額！
（時間/対象）
①9：00～10：20 （対象）：子どもと保護者
②10：30～11：50 （対象）：高校生以上
※8/11(土)、9/8（土）の1回目（9：00～10：20）は、中
学生以下のお子様とその保護者の方々が対象。（子
どものみ、大人のみは、不可）
定員：各回、定員１６名先着順
種目：硬式テニス
料金：大人（高校生以上）200円⇒100円（税込）
こども（小・中学生）100円⇒50円（税込）

大阪市内 イベント

大阪市立西スポーツセン
ター
（外部サイト）

大阪市西区立売堀4-10-18
Tel：06‐6538‐3413

（１）
（1）家族で開放DAY（バドミントン、卓球）をご利用の
7/28(土）、8/11（土）、8/25（土） お客様は、家族全員利用料半額
の3日間
（※1日1回のみ）
大人200円⇒100円（税込）
小中学生100円⇒50円（税込）
（２）
7/21（土）～8/25（土）まで
（２）親子体操A・B教室の体験が左記期間中は特別
料金で可能。
（※期間中1回のみ）
（体験料）
通常620円⇒200円（税込）
（対象年齢）
親子体操A・・・1歳～2歳5ヶ月、
親子体操B・・・2歳6ヶ月～5歳
（開催日）
親子体操A・B教室・・・毎週土曜日
※8/11（土）は、教室お休み

大阪市内 イベント

大阪市立西成屋内プール
（外部サイト）

大阪市西成区玉出東1-6-1
Tel：06-4398‐1603

7月30日（月）

施設無料開放（トレーニング室・屋内プール）
■7月30日（月） 10:00～13:00 (3時間限定）
時間内トレーニング室・屋内プールを無料でご利用
頂けます。
※トレーニング室の利用は高校生以上、プールは幼
児から大人まで利用可能
※当日直接ご来館し受付致します。
※トレーニング室の利用は必ず屋内シューズを持参
※プールは水着・スイムキャップ・タオルを持参
※プールにおいて小学４年生以下は、保護者(１６歳
以上）の同伴が必要です。(保護者１名につきお子様
３名まで）

大阪市内 イベント

大阪市立西成スポーツセン 大阪市西成区玉出東1-6-1
ター
Tel：06‐4398‐1603
（外部サイト）

8月1日（水）～9月30日（日）

左記期間中、以下のスポーツ教室の体験教室が特
別料金で受講可能。体験料1回500円（税込）
（対象クラス）
硬式テニスA(火曜日17:30～19:00）
硬式テニスB(火曜日19:10～20:40）
硬式テニスC(土曜日15:30～17:00）
硬式テニスD(土曜日17:30～19:00）
硬式テニスE(土曜日19:10～20:40）
卓球（初心・初級）（土曜日15:30～17:00）
気功･太極拳（水曜日9:30～11:00）
楽ラク健康づくりA（火曜日12:00～13:20）
楽ラク健康づくりB（火曜日13:30～14:50）
シェイプエアロ（木曜日9:20～10:20）
ヨガA（水曜日14:00～15:00）
ヨガB（木曜日18:40～19:40）
ヨガC（木曜日19:50～20:50）
ジャズダンス（水曜日11:10～12:10）
バレエストレッチ（水曜日12:30～13:30）
リラックスヨガ（土曜日11:30～12:30）
フラダンス（木曜日10:45～11:45）
ZUMBA＜ｽﾞﾝﾊﾞ＞（木曜日10:45～11:45）
キッズダンスA（土曜日10:20～11:20）
キッズダンスB（土曜日11:30～12:30）
キッズダンスC（金曜日16:50～17:50）
こどもクラシックバレエ（水曜日16:00～17:00）
※お1人様1回限り
※6か月以内同教室に在籍された方は体験不可
対象 高校生以上 電話予約可

大阪市内 イベント

大阪市立東淀川屋内プール 大阪市東淀川区東淡路1-4（外部サイト）
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Tel：06-6325‐5077

平成30年7月1日～平成30年8月 プール、トレーニングルーム利用回数券購入者に利
31日まで
用券1枚プレゼント

大阪市内 イベント

大阪市立平野スポーツセン 大阪市平野区平野南4-6-1
ター
Tel：06‐6709‐1255
（外部サイト）

（1）7月～8月の間の開放ＤＡＹ
実施日
(2)7月～8月の間の大人プール
教室開催日
(3)7月～8月の間の親子体操教
室開催日

（1）左記開放ＤＡＹ実施日 子供のみ利用料金半額
(100円⇒50円）
(2)左
記大人プール教室（水泳教室・アクアトレーニング・
脂肪バイバイ）開催日 体験料600円⇒500円（※要
別途施設利用料金）※詳細はホームページをご覧く
ださい。
(３)左記親子体操教室開催日 体験料700円⇒500円
※詳細はホームページをご覧ください。

右記参照

7/6（金） ～ 7/18（水）
特別展「第64回全関西美術展」
大人700円、高大生500円、中学生以下無料
コレクション展
大人300円、高大生200円、中学生以下無料

大阪市内 見る・遊ぶ・学ぶ 大阪市立美術館(外部サイ
ト)

大阪市天王寺区茶臼山町182
Tel：06-6771-4874

7/31（火）～9/1（土）
コレクション展
大人300円、高大生200円、中学生以下無料
9/22（土） ～ 9/30（日）
特別展「ルーヴル美術館展」
大人1600円、高大生1200円、中学生以下無料
高校生は土曜日無料
コレクション展
大人300円、高大生200円、中学生以下無料
※詳細は当館ホームページをご覧ください。

大阪市内 イベント

大阪市立福島スポーツセン 大阪市福島区吉野3-17-23
ター
Tel：06-6468‐0450
（外部サイト）

大阪市内 見る・遊ぶ・学ぶ 大阪歴史博物館(外部サイ
ト)

（1）7月～8月の間の開放ＤＡＹ
実施日

（1）子ども利用料 100円⇒50円

大阪市中央区大手前4丁目1- 7月1日～9月30日まで
【常設展】大人600円、高大生400円、中学生以下無
32
※火曜日休館（8月14日は開館） 料
Tel：06-6946-5728
【特別展】「ＮＨＫ大河ドラマ 西郷どん」7/28（土）～
9/17（月・祝）
大人1,300円、高大生900円、中学生以下無料
【特集展示】「天保の光と陰」6/27（水）～8/20（月）
【特集展示】「発掘された古代・中世の住吉」8/22
（水）～10/29（月）
※特集展示は常設展示観覧料でご覧いただけま
す。
【わくわく子ども教室】「手作りおもちゃで遊ぼう」7/7・
21、8/4・18、9/1・15（土）参加無料
※詳細は当館ホームページをごらんください

大阪市内 見る・遊ぶ・学ぶ 東洋陶磁美術館(外部サイ
ト)

大阪市北区中之島1丁目1-26 右記参照
Tel：06-6223-0055

～7/16（月・祝）
特別展「フランス宮廷の磁器 セーヴル、創造の300
年」
大人1,200円、高大生700円、中学生以下無料
7/28（土）～8/19（日）
平常展「安宅コレクション中国陶磁・韓国陶磁など」
特集展「高田コレクション 古代イランの土器と青銅
器－形と装飾」
大人500円、高大生300円、中学生以下無料
9/1（土）～11/25（日）
特別展「高麗青磁－ヒスイのきらめき」
大人1,200円、高大生700円、中学生以下無料

大阪市内 イベント

ATC(アジア太平洋トレード
センター株式会社)(外部サ
イト)

大阪市住之江区南港北2-110 ATC/ITM棟12階
Tel：06-6615-5230

①7月24日（火）～9月2日（日）ま ①からだのひみつ大冒険ＤＸ（デラックス）2018
で
9:30～16:30 （最終入場16：00）
一般（高校生以上） 1,500円（1,300円）
３歳～中学生900円（700円）
②当面継続
※（）内は前売り券価格ならびに20人以上の団体料
金
※２歳以下は無料
③当面継続
お問合せ：からだのひみつ大冒険ＤＸ2018事務局
TEL:06-6615-5556
②ウミエール広場の光の回廊
観覧無料
17:00から23:00までウミエール広場一帯がライトアッ
プされます。※イベント開催時は点灯時間が異なる
場合あり
③ＡＴＣあそびマーレ （ＩＴＭ棟4・5階）
10：00～19：00（不定休）
一般（2歳以上） 平日 900円、土日祝 1,100円
１歳 土日祝、平日とも 600円
０歳 無料
ナイトパス（平日限定16時以降） 600円
（ナイトパスは、他のサービスとの併用不可）
※入退場自由
※保護者同伴での入場が必要
TEL：06-6616-7622

大阪市内 見る・遊ぶ・学ぶ ATCエイジレスセンター(外
部サイト)

大阪市住之江区南港北2-110
ATCビル ITM棟11階
Tel：06-6615-5123

通期
※月曜日休館

健康や福祉、介護に関する機器や用品を数多く展示
しています。展示品を実際に見て触って体感すること
ができるほか、装具を付けての高齢者疑似体験や車
いす・電動車いす試乗などの体験もできます。（無
料）

大阪市内 イベント

ITC靱テニスセンター
（外部サイト）

大阪市西区靭本町2-1-14
Tel：06-6441-6211

7月1日～8/31日の平日昼間
9:00～18：00

期間中、施設受付にて家族で’’家族でお出かけ節
電キャンペーン’’への参加意思をお伝えいただいた
方へ、テニスラケット及びテニスボール（当日使用分）
を無料で貸し出し。※貸し出し数量には限りがありま
す。

大阪市内 イベント

ITC靱庭球場
（外部サイト）

大阪市西区靱本町1-9-3
Tel：06-6441-6211

7月1日～8/31日の平日昼間
9:00～18：00

期間中、施設受付にて家族で’’家族でお出かけ節
電キャンペーン’’への参加意思をお伝えいただいた
方へ、テニスラケット及びテニスボール（当日使用分）
を無料で貸し出し。※貸し出し数量には限りがありま
す。

大阪市内 イベント

大阪市立城東スポーツセン 大阪市城東区鴫野西2-1-21
ター
Tel：06-6965-1391
（外部サイト）

大阪市内 イベント

大阪市立真田山プール
（外部サイト）

７月７日（土）～９月２２日（土）第 通常第１土曜日～第４土曜日の開放デー、こども料
１～第４土曜日
金１００円を期間中のこども料金を無料で実施
開放DAY
時間帯 １回目 ９：３０～１１：３０
２回目 １２：３０～１４：３０
種目
第１、第３土曜日…卓球
第２、第４土曜日…バドミントン
料金
おとな２００円 こども（中学生以下）
無料
その他 ラケット・ピン球・シャトル無料レンタル
必ず上靴、体育館シューズが必要
※各時間の15分前から10分間受付
申込多数の場合は抽選いたします。

大阪市天王寺区真田山町5－ ６月１日（金）～９月２０日（木）
109 真田山公園内
期間中の平日限定
Tel：06-6765-0176

屋外プール 平日限定 ６枚綴り回数券販売
大人 ￥2,000（税込） 子ども ￥750（税込）
高齢者 ￥750（税込）

大阪市内 イベント

大阪市立城東屋内プール
（外部サイト）

大阪市城東区関目2－17－45 7月21日（土）～8月31日（金）
Tel：06‐4255‐0230
利用は9月30日（日）まで

次回無料券プレゼント（プール子ども1回券）
※①屋内プール利用者に限る
※②保護者同伴の6歳～15歳の方に限る
※③無料券にて利用の場合は次回無料券のプレゼ
ントはなし

大阪市内 イベント

大阪市立生野屋内プール
（外部サイト）

大阪市生野区桃谷3－8－18
Tel：06‐6731‐7381

7月21日（土）～8月31日（金）
利用は9月30日（日）まで

次回無料券プレゼント（プール子ども1回券）
※①屋内プール利用者に限る
※②保護者同伴の6歳～小学4年生に限る
※③無料券にて利用の場合は次回無料券のプレゼ
ントはなし

大阪市内 イベント

大阪市立生野スポーツセン 大阪市生野区巽西1－1－3
ター
Tel：06-6758-4500
（外部サイト）

7月～8月

7月、8月に実施する開放DAYに参加されたグループ
のうち1名(大人・子どもどちらでも可)を無料

大阪市内 イベント

大阪市立大正スポーツセン 大阪市大正区小林東3-3−25
ター（外部サイト）
TEL：06‐6555‐8402

7月14日
7月28日
8月25日

親子連れでの来場者へ、開放DAY利用１回分優待
券をプレゼントします。

大阪市内 イベント

大阪市立大正屋内プール
（外部サイト）

7月18日～8月31日

屋内プール利用に親子連れでの来場者へ、子ども 無料券は2018
の次回無料券をプレゼント（子どもの人数分）
年7月～9月まで
※無料券にて利用の場合は次回無料券のプレゼン 有効
トはなし

大阪市内 イベント

大阪市立千島体育館（外部 大阪市大正区千島2-7-93
サイト）
TEL：06‐6553‐7800

8月1日～8月31日

卓球開放DAYの参加料金割引（おとな３００円を２００
円・こども１８０円を１００円）にて実施。なお、家族で
参加の場合は、こども料金無料。

大阪市大正区小林東3-3−25
TEL：06‐6555‐8950

優待券は2018
年7月～9月まで
有効

大阪市内 イベント

大阪市立都島スポーツセン 大阪市都島区中野町5丁目
ター
15-21
（外部サイト）
Tel：06‐6927‐9124

（１）コミュニティー開放DAY
7月7日（土）21日（土）28日（土）
8月4日（土）18日（土）25日（土）
（２）一般開放DAY
7月14日（土）
8月11日（土）
(３）7月1日～8月31日まで

（1）コミュニティー開放DAY 10時～11時45分
フットサルの会場を開放します。
（※1日1回のみ）
大人 200円（税込）
小中学生100円（税込）⇒無料
（２）一般開放DAY 1回～5回実施します。
家族で卓球・バドミントンがご利用できます。
大人 200円（税込）
小中学生以下 100円（税込）⇒無料
（３）7月～8月スポーツ教室をお申し込みいただいた
お客様また、夏休みに体験したい方は1回500円で体
験可能。大人（エアロビクス・ヨガ・太極拳・卓球） 子
ども（キッズ体操・フットサル）
※お一人様1回限り
※定員の教室は除く

大阪市内 イベント

大阪市立都島屋内プール
（外部サイト）

大阪市都島区都島本通4-12- 8月1日～8月31日まで
7
Tel：06‐6922‐8005

サマータイム開館（9時→8時30分へ開館時間の変
更）

大阪市内 イベント

鶴見緑地プール（外部サイ
ト）

大阪市鶴見区緑地公園1-37
TEL：06-6915-4721

毎週月曜日(祝日の場合は翌火
曜日）
*７月16日～8月31日までは休館
日なし

7月14日(土）～9月2日(日)の17時30分～入館料が半
額になります。
大人\1,200-→\600小人\600-→\300-（小中学生）
高齢者\600-→\300-（要証明）

大阪市内 イベント

大阪市立淀川屋内プール
（外部サイト）

大阪市淀川区十三東2-3-1
Tel：06-6885-1711

7月16日（火）～9月30日（日）
※休館日を除く

回数券を購入された方に、1枚無料券を進呈
※無料券の有効期限は10月31日（水）まで
【回数券】
■プール
大人（16歳以上65歳未満）7,000円
高齢者（65歳以上）3,500円
子ども（6歳以上16歳未満）3,500円
■トレーニングルーム
大人（18歳以上65歳未満）6,000円
高齢者（65歳以上）3,000円
高校生又は18歳未満4,000円
■セット券
大人（18歳以上65歳未満）10,000円
高齢者（65歳以上）5,000円
高校生又は18歳未満8,500円

大阪市内 イベント

公益財団法人 大阪国際交 大阪市天王寺区上本町8-2-6 右記参照
流センター

外国語絵本読み聞かせ「アイアイ」
日本語、英語、中国語、韓国・朝鮮語での世界の絵
本の読み聞かせのほか、紙しばいや歌など楽しいプ
ログラムもあります。
無料で参加でき、申し込みはいりません。直接来てく
ださい。
お誕生月の子どもには、歌のプレゼントがあります。
http://www.ih-osaka.or.jp/international/post_9.html
開催日：7月22日（土）、9月23日（土・祝）
14:00～14:30
（会場開放時間 14:00～15:00）

大阪市内 イベント

長居トレーニングセンター
（外部サイト）

大阪市内 見る・遊ぶ・学ぶ クレオ大阪中央（外部サイ
ト）

大阪市東住吉区長居公園１－ 8月10日（金）～19日（日）
１
長居公園内
TEL：06-6699-8885

回数券を購入された方に、1枚無料券を進呈
※無料券の有効期限は8月31日まで

大阪市天王寺区上汐5-6-25
TEL：06-6770-7200

「クレオ大阪のおはなしかい（7月・9月）」
7月29日（日）・9月30日（日）
いずれも11：00～11：30
親子で楽しめるえほんのよみきかせ会です。
対象：どなたでも 参加費：無料
定員：20組
申込：当日先着順

右記参照

「保育ボランティアと遊ぼう！」
8月9日（木）10時30分～12時
大型遊具やブロックなどで子ども同士遊んだり、ママ
同志で情報交換したり、自由な交流の場です。
対象：就学前の子どもと保護者
定員：25組
申込：申込先着順
「保育室開放デー」
8月12日（日）、14日（火）、15日（水）、16日（木）、17
日（金）、18日（土）
10：00～15：00
親子が安心して遊び・交流できる涼しい場として、保
育室を開放します。

大阪市内 見る・遊ぶ・学ぶ クレオ大阪子育て館（外部
サイト）

大阪市北区天神橋6-4-20
TEL：06-6354-0106

右記参照

「ママはリラックスタイム＆こどもは料理にチャレン
ジ」
7月8日（日）14：00～16：00
対象：子育て中で働く女性と小学生の子ども
定員：18組
申込：申込先着順
「絵本展＆ワークショップ『100かいだてのいえ』をみ
んなでつくろう！」
7月27日（金）～8月3日（金）※時間：要問合せ
ワークショップ『100かいだてのいえ』をみんなでつくろ
う、絵本の読み聞かせ、2000冊の絵本展、面展台づ
くりに挑戦
参加費：無料
申込不要
（面展台づくりは事前申込・材料費が必要）

大阪市内 見る・遊ぶ・学ぶ クレオ大阪西（外部サイト）

大阪市此花区西九条6-1-20
TEL：06‐6460‐7800

右記参照

「保育室開放」
主催講座等で使用していない時間、保育室を開放し
ます。
詳細は、大阪子育てネット（http://www.osakakosodate.net)内の保育室開放カレンダーをご覧くだ
さい。
「夏休み おやこｄｅシネマ」
『忍たま乱太郎 忍術学園全員出動の段！』の上映
8月11日（土・祝） 13：00～14：20
参加費：無料
定員：376名
当日先着順
「女性と子どもが主役の防災ワークショップinクレオ
大阪西」
8月11日（土・祝） 12:00～15:00
防火服の試着、ＡＥＤの使い方体験、水消火器で的
あてゲーム、紙食器づくりなど
対象：どなたでも
参加費：無料
申込不要
「親子で楽しむわくわく理科実験」
8月21日（火）10：00～11：30
「きらきら☆まんげきょうをつくろう Part2」
対象：小学生と保護者
材料費：子ども1人につき300円
定員：20名
申込：8月7日まで。締切後、抽選

大阪市内 見る・遊ぶ・学ぶ クレオ大阪南（外部サイト） 大阪市平野区喜連西6-2-33
TEL：06-6705-1100

右記参照

「保育室解放デー」
8月12日（日）、14日（火）、15日（水）、16日（木）、17
日（金）
10時～15時
親子が安心して遊び・交流できる涼しい場として、保
育室を開放します。
「クレオ大阪南 おはなしかいとおんがくかい」
7月24日、8月21日 火曜日
10時30分～11時20分
絵本の読み聞かせなどを行います。
対象： どなたでも 参加費：無料
定員：20組 申込：当日先着順

「12歳のハローワーク～はたらく楽しさ、発見しよう！
～」
12歳の夏休みにしかできないホンモノお仕事体験。
オリエンテーション 7月21日(土) 14～16時
仕事体験 7月25日(水)～8月26日(日)
受入先：19ヵ所、計100名
対象：大阪市在住・在学の小学6年生
参加費：無料（体験先までの交通費は各自負担）
申込：申込先着順
7月1日(日)～20日(金)、電話のみの受付
「夏のファミリーＪＡＺＺコンサート」
7月28日（土） 11時～12時
子育て中の方に、お子さんと一緒に楽しんでいただく
コンサートです。
参加費：無料
定員：396名
申込：申込先着順
「パパ力ＵＰ塾①男のカンタン料理レシピコンテスト受
賞作品をつくってみよう！」
7月28日(土) 13：00～14：30
父親と子どもで手づくり料理を一緒につくろう。
対象：小学生と男性保護者
材料費：600円
定員：15組30名
申込：申込先着順
「わくわく親子塾①親子でつくろう！廃材でアート」
8月18日(土) 13：30～16：30
夏休みの自由工作を親子で楽しもう。
対象：小学生と保護者
材料費：500円
定員：60名
申込：申込先着順
「『リコチャレ応援セミナー』サイエンスガールの実験
室 雪の結晶と雲をつくろう！」
8月23日(木) 14：00～16：00
対象：小学生の女の子と保護者
参加費：無料
定員：50名
申込：申込先着順
「なかよしキッチン～からだにやさしい季節のレシピ」
8月18日(土) 10時30分～13時
対象：どなたでも（小学生以上参加可）
材料費：700円
定員：30名
申込：申込先着順
協力：平野区食生活改善推進員協議会
「パパ力ＵＰ塾②ラグビーに学ぶ！子育てコーチン
グ」
9月8日(土) 13：30～16：30
対象：4歳～小学校低学年までの子どもと保護者
参加費：無料
定員：50名
申込：申込先着順
「保育室開放デー」
8月14日(火)～17日（金）
10：00～15：00
親子が安心して遊び・交流できる涼しい場として、保
育室を開放します。

大阪市内 見る・遊ぶ・学ぶ クレオ大阪東（外部サイト）

大阪市城東区鴫野西2-1-21
TEL：06-6965-1200

右記参照

「クレオ大阪東の夏まつり～夏休みキッズラボ～」
8月4日(土） 12：00～16：00
科学工作、プログラミング体験、子ども服リサイク
ル、マルシェ、プラレール展示、プラ板づくりなど、お
となから子どもまで楽しめるイベントです。
対象： どなたでも
参加費：無料（一部要参加費）
定員：一部定員あり
申込：当日参加（一部事前申込が必要）
「夏休み企画 パパ力ＵＰ大作戦～赤ちゃんと楽しく
遊ぼう～」
8月11日(土) 10：30～12：00
対象：3歳までの子どもと男性保護者(女性保護者も
可)
参加費：無料
定員：15組30名
申込：申込先着順

大阪市内 イベント

此花屋内プール
（外部サイト）

大阪市此花区西九条5-4-21
此花総合センタービル6・7Ｆ
TEL:06-6465-6700

（１）7月24日～8月31日

「保育室開放デー」
8月12日（日）、14日（火）、15日（水）、16日（木）、17
日（金）、18日（土）
10：00～15：00
親子が安心して遊び・交流できる涼しい場として、保
育室を開放します。
（１）回数券・セット券購入者に１回券１枚贈呈
（２）８時30分から早朝営業

（２）8月7日～12日

大阪市内 イベント

大阪市内 イベント

西淀川屋内プール
（外部サイト）

フィットネス21住之江屋内
プール
（外部サイト）

大阪市西淀川区大和田2-5-7 （１）7月24日～8月31日
TEL:06-6474－9940

大阪市住之江区北加賀屋53-47
TEL:06-6686-4163

（１）自習室解放
定期券購入者に１回券１枚贈呈

（２）8月14日～19日

（２）８時30分から早朝営業

（１）7月18日～8月31日

（１）回数券購入者に１回券贈呈
（２）８時30分より早朝営業

（２）8月11日～17日

大阪市内 イベント

大阪市立住まい情報セン
ター
（外部サイト）

大阪市北区天神橋6丁目4-20 右記参照
TEL：06-6242-1160

・8月5,6日 「親と子の都市と建築教室 2018：すま城 セミナーのお申
のまわりにまちをつくろう!」
込みはこちら
（外部サイト）
※詳しくは、「住まい・まちづくり・ネット」
http://www.sumai-machi-net.com/をご覧ください

大阪市内 イベント

大阪くらしの今昔館(外部サ 大阪市北区天神橋6丁目4-20 通期
イト)
TEL：06-6242-1170
火曜日休館
（但し7月25日開館）
展示替え臨時休館あり

大阪市内 見る・遊ぶ・学ぶ マリンテニスパーク･北村(外 大阪市大正区北村3-3-70
部サイト)
TEL：06-6555-6161

大阪市内 イベント

（1）通期
（2）8月1日から31日まで

咲くやこの花館(外部サイト) 大阪市鶴見区緑地公園 2-163 (1)7月3日～9月24日まで
TEL：06-6912-0055
(2)7月14日～8月31日まで
(3)8月1日～9月14日まで

・～7月8日（日）企画展「商都慕情－今昔館の宝箱 イベント一覧（外
－」開催
部サイト）
・7月21日（土）～9月2日（日）特別展「大大阪モダニ
ズム－片岡安の仕事と都市の文化」開催
その他「今昔館で夏祭り」などのイベントや「うちわを
作ろう」などのワークショップも多数開催。詳細はイベ
ント一覧を参照ください。

（1）平日昼間：スクール生のみの特典としまして、レッ
スン受講日当日の空きコートについて、レンタルコー
ト2時間以上ご利用でレンタルコート料を半額にしま
す。
（2）平日昼間：レンタルコート2時間以上ご利用でレン
タルコート料を500円割引きにします。但し他の割引
とは併用できません。(予約時に当キャンペーンご利
用とお申し出いただいた方に限ります。)

＜夏休みフェアの実施＞
(1)虫を食べる植物展：7月3日～9月24日まで
世界から集められた50種以上もの食虫植物を身近
に観察できます。夏休みの自由研究にも最適な特別
イベントも開催！
（2）第25回植物スケッチコンクール作品募集 [後援：
毎日小学生新聞]
最優秀賞（賞状・副賞・毎日小学生新聞に掲載）
(3)第22回咲くやフォトコンテスト作品募集 [協賛：
（公財）国際花と緑の博覧会記念協会、狂仙会
[賞]部門1・2最優秀賞（商品券）、館長賞（咲くやこの
花館オリジナルカレンダー2019）

大阪市内 イベント

天王寺動物園(外部サイト)

大阪市天王寺区茶臼山町1108
TEL：06-6771-8401

平成30年8月11日（土・祝）～14 天王寺動物園では、ご好評をいただいておりますナ
日（火）、18日（土）、19日（日）
イトZOOを今年も開催します。
今年は「天王寺動物園の夏祭り」をテーマに、多国籍
なお祭りをイメージしたナイトZOOを開催します。
普段は見られない夜の動物を見ながら、ゆっくり夕涼
みに動物園へお越しください。
＜開催時間＞
21時まで。通常の開園時間（9時30分～17時）から引
き続きお楽しみいただけます。
※事前のお申し込みは不要です
※混雑状況により、入場制限を行う場合があります。

大阪市内 イベント

長居植物園(外部サイト)・花 大阪市東住吉区長居公園1と緑と自然の情報センター 23
(外部サイト)
TEL：06-6696-7117

(1) 7月7～16
（2）7月7
（3）7月15、16
（4）8月4、5、11、12、18、19、
25、26

（1）ロータスウィーク～ハスの早朝開園～
（2）七夕イベント～短冊に願いを込めよう～
大きな笹に願い事の飾り付けをしたり、ミニ笹に飾り
付けをしたりして、自分だけの笹飾りをつくってみよ
う！
（3）ハスまつり
ハスの茎を使ってジュースやお酒を飲む象鼻杯体験
などを行います。また、ハスまつりに合わせてマル
シェもやってきます。
（4）ウォーターガーデン in 長居植物園
植物園で水遊び！プールや水鉄砲、スプリンクラー
など自然あふれる植物園で、思いっきり遊ぼう！

大阪市内 イベント

大阪市立生涯学習センター －
(外部サイト)
（市内３施設）

通期
7,8月中に、親子対象イベントや市民講座などを多数
休館日
企画中。（一部新規事業あり。）
（総合生涯学習センター：第1・3 詳細については今後順次広報予定。
月曜日）
（阿倍野市民学習センター：第1・
3火曜日）
（難波市民学習センター：第1・3
水曜日）

大阪市内 イベント

大阪市立図書館24館（外部 －
サイト）
市内24施設

7月～8月

大阪市内 イベント

キッズプラザ大阪(外部サイ 大阪市北区扇町2丁目1-7
ト)
TEL：06-6311-6601

通期

大阪市内 イベント

クラフトパーク(外部サイト)

市立図書館全24館でお楽しみ会をはじめ様々な催し
「夏休みは図書館へ行こう！」（参加無料）を実施しま
す。
詳細は図書館ホームページを参照ください。

・家族で楽しい時間を過ごしていただける夏休みのイ
ベントとして、夏の特別企画「紙ひこうき大作戦～
休館日
作ってあそぶ 空とぶ仲間たち～」（7月21日～8月26
第２・３月曜日（ただし、祝日の 日）を開催します。
場合翌日）、８月は第４月曜日、 詳細は、本市ホームページ又はキッズプラザ大阪
臨時休館
ホームページを参照ください。
（９月３日から６日）
・8月1日～26日までは19時まで延長営業を実施しま
す。

大阪市平野区長吉六反1丁目 通期（毎週火曜日は休館）
8-44
TEL：06-4302-9210

「7月16日 海の日こどもクラフト体験教室」「8月11日
～15日夏休み体験教室」など、家族で参加できるイ
ベント開催。詳細は、本市ホームページ又はクラフト
パークホームページを参照ください。

