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●区役所ごみ分別相談
13時30分～15時30分
（区役所1階）
●法律相談

●Cade・de・ひまわり
●おたのしみ会
（港図書館）

●骨太クッキング

●法律相談

●おたのしみ会
（港図書館）

●精神科医による相談

●異業種つながり
交流会

●固定資産税・都市
計画税（第４期分）
納期限

3

プレゼント
インポッシブル・アーキテクチャー

―建築家たちの夢
建築の歴史を振り返ると、完成に至らなかった素晴らしい構想や、あえて提
案に留めた刺激的なアイディアが数多く存在しています。この展覧会は、20 
世紀以降の国外、国内のアンビルトの建築に焦点をあて、約40人の建築
家・美術家による「インポッシブル・アーキテクチャー」を、図面、模型、関連
資料などを通して読み解きながら、未だ見ぬ新たな建築の姿を展望します。

国立国際美術館 地下3 階展示室（大阪市北区中之島4-2-55）　　　　　 3月15日(日)まで
10時～17時　※金曜・土曜は20時まで （入場は閉館の30分前まで）
月曜日（ただし、2月24日（月・休）は開館し、翌日休館）
一般900（600）円
大学生500（250）円

国立国際美術館　　　　　6447-4680（代表）

※当選の発表は発送をもって代えさせていただきます。ご意見・ご感想は「ちょっと言わせて～ナ」に掲載する場合があります。

ハガキ又はメールにて【必要事項】（2頁上部参照）と左記の「ちょっと言わせて～ナ」の
次回テーマ「わたしの“小さな”夢」を記入し、ご応募ください。  2月10日（月）消印有効
〒552-8510（住所不要）区役所総務課（総合政策・公民連携）迄　　minato-koho@city.osaka.lg.jp

応募
方法

総務課（総合政策・公民連携）　　　　6576-9683問合

開館時間
 休 館 日 

 場　 所  会　 期 

 料　 金 

 問 合 せ  電　 話 

電話

5組
10名様

ハガキ又はメールに、【必要事項】（2頁上部参照）と上記の次回テーマについての
コメントを記入し、ご応募ください。  2020年2月10日（月）消印有効

〒552-8510（住所不要）区役所総務課（総合政策・公民連携）迄　　minato-koho@city.osaka.lg.jp

次回のテーマは「わたしの“小さな”夢」。たくさんのご応募お待ちしています。

読者コーナー

ちょっと言わせて〜ナ♪

●飼い猫が頭突きで起こしてくれます。結構
痛いけど毎朝幸せな気分で目覚めること
ができます！（25歳・女性）
●仕事を終えて食事をとりながら、録画してあ
るお気に入りの番組を見て「ガハハ…」と
声を出して笑うこと。（65歳・女性）
●家のお風呂でザブンとつかった時にちょっ
とお湯をあふれさせて入る。小さいですが
私の至福のひとときです。（６４歳・男性）

●寝る直前の読書！ 布団に転がって枕元の
ライトをつけて、いつ落ちてもOKの状態で
読書をすると1ページも読まないうちにカク
ン…となります。（47歳・女性）
●1日の仕事が終われば、ほぼ自由な時間に。
それこそが至福のひととき。（35歳・男性）
●１人暮らしを始めて１年。毎朝クラシックを
聴きながらコーヒーを飲む３０分。朝の騒が
しさがない時間。（６１歳・男性）

　今月のテーマは 
「わたしの至福のひととき」

３月4日（水）10時30分～12時
※雨天時は屋根の下で開催します
丸善インテック大阪プール（旧大阪プール）北側
就学前のお子さんと保護者
手袋、タオル、着替え、長ぐつ、スコップやバ
ケツなど遊べるもの（すべて名前を書いてね）

港区社会福祉協議会
6575-1212　　　6575-1025

日時

場所
対象
持物

問合
電話 FAX

氷の雪山で、遊ぼ！
氷遊びしチャオ！
スケートリンクを削った氷の雪の山で、みん
なで一緒に氷遊び！　雪だるまと一緒に写真
を撮ったり、雪の中の宝探しを楽しもう！
終了後はおさぷーがスケートリンクで滑るよ！

無料

3月1日(日)１０時～
港スポーツセンター
区内在住・在勤の方（学生、児童を除く）
シングルス500円、
ダブルス1,000円（1チーム）
※重複出場はできません
2月15日（土）※費用を添えて、港区
民センター（弁天2-1-5）まで
（一財）大阪市コミュニティ協会港区支部協議会
6572-0020　　　6572-0274

日時
場所
対象
費用

締切

問合
電話 FAX

卓球大会の出場者募集
第73回港区民卓球大会
シングルス、ダブルス（男女混合可）の
出場者を募集します。

２月17日（月）～３月16日（月）
（土・日・祝日等を除く）
弁天町市税事務所
９時～17時30分（金曜は19時まで）
臨時会場　港区役所
９時～17時30分（金曜は19時まで）
※申告受付期間のみ臨時開設。期間外は
　市税事務所にて受付しています。

弁天町市税事務所（市民税等グループ）
4395-2953
※問合せ可能日時  平日９時～17時30分
（金曜は19時まで）  

期間

会場

問合
電話

「個人市・府民税」期間内に申告を

うごく！ 詳しくは8ページ

2月20日（木）13時30分～
陣痛ってどんな感じ？、マタニティ体
操でリラックス♪など
妊婦とパートナー　　 電話（要予約）
区役所2階  集団検診室
保健福祉課（地域保健活動）
6576-9968　　　6572-9514

日時

内容

場所
対象 申込

問合
電話 FAX

マタニティ期の生活や子育ての準備など、
みんなで楽しく学びましょう。

プレママ・プレパパこんにちは
うぇるかむBaby！プレママ講座 無料
子育て

※次回は3月19日(木)、3月22日(日)に開催

2月5日（水）13時30分～15時 
区役所2階 集団検診室
月齢5～7か月の赤ちゃんと保護者
保健福祉課（保健衛生）
6576-9882　　  6572-9514

日時

問合
電話 FAX

場所
対象

離乳食のすすめ方のお話をします。参加者ど
うしの交流も楽しいですよ♪

離乳食講習会
すくすく赤ちゃん教室

無料申込不要

※次回は３月４日(水)に開催

うごく！ 詳しくは8ページ

離乳食の悩みや不安を解消！
子育て

2月17日（月）～3月16日（月）
9時15分～16時
※土・日・祝日等を除く
港産業会館（磯路3-19-1）
※会場の混雑状況により早めに相談受付を
終了する場合があります
※駐車場はありませんので、お車でのご来場
はご遠慮ください
港税務署
6572-3901
※問合せ可能日時  平日8時30分～17時

期間

会場

問合
電話

港税務署からのお知らせ
所得税及び復興特別所得税の確定申告
申告書等は国税庁ホームページの「確定
申告書等作成コーナー」で作成できます。
作成した申告書等は
e-Tax を利用して送
信いただくか、プリン
タで印刷して郵送等
で提出してください。

港税務署の申告書作成会場

ゆめホーム「ゆめ」かなえる港図書館
（弁天2-1-5）
6576-2346　　　6571-7915

問合

電話 FAX

港図書館からのお知らせ
図　書

移動図書館まちかど号巡回日図　書

2月4日（火)、3月10日(火)
12時50分～13時40分
天保山第5コーポ2号棟横（築港3-3）

2月8日（土）
13時5分～13時45分
港近隣センター（八幡屋1-4）

中央図書館
自動車文庫
6539-3305

場所

場所

問合

電話

日時

日時

2月5日、12日、19日、26日
（毎週水曜日）15時30分～16時
ゆめホーム「ゆめ」かなえる港図書館
絵本コーナー
絵本や紙芝居、手あそび、パネルシアターなど
小学生、幼児と保護者
30名(先着順)

日時

2月7日（毎月第1金曜日）
11時～11時30分
ゆめホーム「ゆめ」かなえる港図書館
絵本コーナー
手あそびやわらべうた、えほんのよ
みきかせなど
0歳から2歳までのあかちゃん
30名(先着順)

日時

対象
定員

●おたのしみ会

●大阪府立港高等学校
　図書委員おすすめ図書展

●あかちゃんの
　おたのしみ会

内容

場所

2月1日(土)～3月31日(火)
ゆめホーム「ゆめ」かなえる港図書館
図書展示コーナー
港高校図書委員のみなさんのおすす
め本を展示します。幼児や小学生も楽
しんでいただける絵本がありますよ！

日時

場所

内容

場所

内容
対象
定員

無料申込不要

無料
申込不要

港消防署
6573-0119　　　6573-0325電話

問合
FAX

港消防署からのお知らせ
たばこ火災に気をつけて
お知らせ

大阪市内で発生した住宅火災による死者の原
因を見ると、10年間で最も多いのは「たばこ」で
す。たばこ火災の怖さは、本人が気づかないうち
に火種が「時間をかけて火災になる」ことです。

●寝たばこをしない
●灰皿には水をためておく
●吸い殻は、消えているか確認してから捨てる

※(　)内は20名以上団体料金、団体は15名様以上
※高校生以下・18歳未満無料（要証明）・心身に障がいのある方とその付添者1名無料（要証明）
※本料金でコレクション展もご観覧いただけます

映像制作：長倉威彦《ウラジーミル・タトリン、第3インターナショ
ナル記念塔》CG映像　1998年

※レインコートなど濡れても大丈夫な服で
　参加してね！

※２月17日（月）から１週間程度は、窓口が大変混み
合い、長時間お待たせする場合があります。あらか
じめご了承願います。

申込不要
子育て

募　集

お知らせ

お知らせ


