編集/大阪市政策企画室

506-6208-7251

6 06-6227-9090

〒530-8201 大阪市北区中之島1-3-20

※56 特に記載のないものは市外局番
「06」
です。

子どもの教育・医療 無償化へ

第61回弘済院附属病院
市民公開講座
「高齢者脊椎疾患
（せぼねのびょうき）
を知っ
ておくために」
をテーマに講演会を開催。定
員90人
（先着順）
。

02/16
（土）
〜5/12
（日）
9：30〜17：00
（入館は

491-139）
または大槻能楽堂56761-8055。

16：30まで）
月曜休館
（3/19
（火）
以降は無休）

4経済戦略局文化課

1市立美術館

56469-5176

=大人1,800円ほか

大阪割烹体験2019

4大阪市総合コールセンター
54301-7285

6 6373-3302

第14回大阪アジアン映画祭

02/21
（木）
14：00〜15：00

アニメ
『W （
z ウィズ）』日本橋ストリートフェスタ2019描き下ろしVer.
©GoHands,Frontier Works/W'z-Project

1弘済院寿楽館

一部は10:00〜18:00）

22/18
（消印有効）

34電話またはハガキ・ファックス・7・持参

1日本橋3丁目南交差点南詰から恵美須入

で、
「公開講座参加希望」
と明記し、
代表者の住

路交差点北詰までの堺筋および周辺地域

所・氏 名・電 話 番 号・参 加 人 数 を 書 い て 、

4日本橋ストリートフェスタ運営委員会事務局

〒565-0874 吹田市古江台6-2-1、
弘済院附
属病院へ。
56871-8013 6 4863-5351

アジア各国の話題の最新映画をさまざまな
会場で一挙上映。各国からゲストを迎え、質
問コーナーやサイン会などのイベントも開

56 6655-1717

2019国際親善女子車いす
バスケットボール大阪大会

催。イベント内容や費用、申込方法など詳しく

17世紀のオランダ絵画の黄金期を代表する

6 4301-3093

「フェルメールとその時代展」
を開催して以

大阪フィルハーモニー交響楽団と市内各校

など、
前回の5点を上回る6点を展示します。

吹奏楽部から選抜された中学生との共演や、
プロオーケストラの演奏が楽しめるコンサー
ト。定員1,300人程度
（先着順）
。
03/17
（日）
15：00

1ザ・シンフォニーホール
3大阪フィル・チケットセンター56656-4890

ほかで発売。

6 6469-3897

第15回
日本橋ストリートフェスタ2019
キャラクターやコスプレ満載のパレード、ス
テージイベント等を開催し、大阪が誇る趣味
のまち
「日本橋」
の魅力をアピールします。当
《手紙を書く女》 1665年頃 ワシントン・ナショナル・ギャラ
リー National Gallery of Art, Washington, Gift
of Harry Waldron Havemeyer and Horace
Havemeyer, Jr., in memory of their father,
Horace Havemeyer, 1962.10.1

普段は見ることができないごみ焼却工場の
見学ができます。パッカー車の乗車体験やフ

を含む世界の強豪4チームによる国際交流試

リーマーケットなども開催
（フリーマーケット

合を開催。

の出店者募集についてはホームページをご

02/15
（金）
〜17
（日）

覧ください）
。

1丸善インテックアリーナ大阪
（中央体育館）
4国際親善車いすバスケットボール大阪大
会実行委員会事務局

6 6606-1638

大阪市ハウジングデザイン
シンポジウム
第32回大阪市ハ

4経済戦略局文化課

日は周辺道路において交通規制が行われま
す。ご理解・ご協力をお願いいたします。
0 3/9(土）12:00〜15:00※交通規制は
11:00〜15:30
（オタロード・なんさん通りの

〈受賞住宅〉

バレンタインイベント
バレンタインにちなみ、動物たちにプレゼ
ントを贈ります。
02/11
（月・祝）

国際ホッキョクグマの日イベント
ホッキョクグマや生息環境について考える
ためのイベントを開催。
02/27
（水）

56771-8401

6 6772-4633

世界野生生物の日イベント
野生動植物保護についてのガイド等を開催。
03/3
（日）

動物園でサイエンスカフェ
自然にやさしい
「おかいもの」
生物多様性について楽しく学んでいただく
ワークショップを初開催。対象18歳以上
（大人1人につき2人まで子ども同伴可）
。
定員各30人
（先着順）
。
03/9
（土）
、
10
（日）

10:30〜、
13:30〜
（全4回）
23/5
3大阪自然史センター56697-6262へ。

14大阪市・八尾市・松原市環境施設組合

東淀工場

56327-4541

6 6327-4555

世界一の口笛ショー♪
〜震災を忘れない〜
国際口笛コンクールで日本人初の2連覇を達

ン賞 表 彰 式にあ

成した高木満理子さんと、
シンセサイザー奏

わせて、
自然災害

者 細 川 佳 那 枝さん の 美しく愉 快な音楽パ

の被害を最小限

フォーマンス！定員378人
（先着順）
。

に抑え、命を守る

03/10
（日）
10：30〜11：30

ために必要な
「住 ハウジングデザイン賞
まいの防災対策」
について専門家

1市立こども文化センター
=大人1,000円ほか

348・来館または往復ハガキ・ファックス

によるディスカッ

で、
「 3/10世界一の口笛ショー」
を明記のう

ション を 行 い ま

え、代表者の住所・氏名・電話番号・参加人数

す 。定 員 1 0 0 人 ハウジングデザイン賞特別賞

（大人と座席を要する子どもの内訳）
を書い
て、
〒554-0012此花区西九条6-1-20、市立

02/10
（日）
13：30〜17：00

こども文化センターへ。

1住まい情報センター

56460-7800

34ホームページまたはハガキ・ファックス・

天王寺動物園イベント

03/16
（土）
10：00〜16：00

（15：00受付終了）

ウジング デ ザイ

（先着順）
。

=入園料：大人500円ほか

6 03-3500-9757

女子車いすバスケットボールの全日本チーム

56606-1631

=800円

56469-5177

02/7
（木）
〜24
（日）

東淀工場のオープンデー

4大阪アジアン映画祭運営事務局

の名画を集めた展覧会。平成12年に当館で
来、19年ぶりの開催で、大阪展限定の
「恋文」

ください。

56442-8443

1ABCホールほか

はじめましてオーケストラ
〜大阪フィルと中学生の共演〜

画家、
ヨハネス・フェルメール
（１６３２-１６７５）

や申込方法など詳しくはホームページをご覧

4大阪割烹体験事務局

03/8
（金）
〜17
（日）

54301-3092

大阪で生まれた割烹文化の魅力を、
高級割烹
で価格もお手ごろに体験いただけます。費用

1府内の割烹63店舗

は公式ホームページをご覧ください。

特別展
「フェルメール展」

6 6469-3897

休館のお知らせ

持参で、住所・氏名・年齢・電話番号を書いて、
〒530-8582
（住所不要）
住まい情報センター
4階、住情報プラザ
「第6回大阪市ハウジング
デザインシンポジウム」
係へ。
56242-1160

6 6354-8601

こどもとたのしむ能狂言
日本の伝統芸
能、能・狂言を
子どもや初心
者にもわかり
やすい解説を
交えて開催し

6 6460-9630

●東洋陶磁美術館休館
（改修工事のため）
02/12
（火）
〜3/31
（日）
14東洋陶磁美術館
56223-0055

66223-0057

違法民泊かな？
と思ったら

通報窓口

56647-0835（平日9：00〜17：30）

7ryokan2016@city.osaka.lg.jp

ます。定員各500人
（先着順）
。
02/24
（日）

10:00〜12:00、
14:30〜16:30
1大槻能楽堂

=大人1,500円
（前売）
、
高校生以下500円

3 チケットぴあ50570-02-9999
（Pコード：

児童虐待の通告·相談は、24時間365日対応の

「児童虐待ホットライン」
（まずは一報 なにわっ子）

9 0120‐01‐7285

にお電話ください。

