編集/大阪市政策企画室

506-6208-7251

606-6227-9090

大阪市民のみなさんへ
制作中

〒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。

2025万博 大阪・関西へ
14

イベント

自衛官候補生

①東淀工場 56327-4541 66327-4555
②舞洲工場 56463-4153 66463-7101
③平野工場 56707-3753 66799-0169

対象は18歳以上27歳未満の方。
3必要書類（自衛隊窓口かホームページで入

夏のナイトZOO

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。申し込み等詳細に

ついては自衛隊大阪地方協力本部中央地区隊

平成29年度
「中之島文楽」

「夏祭り」をテーマ
に、開園時間を21：
00まで延長。普段

=1,800円
（前売）
ほか

高齢者の皆さんによる踊りや楽器演奏など
09/6
（木）
11：00〜15：00
1大阪国際交流センター
4福祉局いきがい課

38/4からCNプレイガイド50570-08-9999

ほかで発売。チケット購入方法等については、キョー

56942-0743にお問い合わせください。

は見られない動物
たちの夜の姿が見

ドーインフォメーション50570-200-888へ。

56208-9861

られます。

4経済戦略局文化課

4市民局区行政制度担当

66202-7073

第10回「なにわなんでも大阪検定」
受験者

今年は
「大阪の万博」
がテーマです。検定合格
者には、市立美術館や科学館などの施設で割

08/11
（土・祝）
〜14
（火）
、
18
（土）
、
19
（日）
14天王寺動物園
56771-8401

56469-5176

66469-3897

豊国踊り×河内音頭

オータム・チャレンジ・スポーツ
2018

引が受けられる合格証を発行します。
010/21
（日）

66772-4633

高齢者福祉大会
の発表会と老人クラブなどの表彰式典。

56208-8054

66202-6964

休館のお知らせ

●市立科学館

休館

9/3
（月）
〜10
（月）
は設備点検のため、休
館します。
また、リニューアル工事のため、9/11

体育の日を中心とした9〜11月に、
バドミント

（火）
から展示場・サイエンスショーを休止

ン、
テニス、水泳などさまざまなスポーツを楽

1大阪工業大学大宮キャンパスほか

しめます。この機会にスポーツを始めてみま

29/6

せんか。申込方法など詳しくは8をご覧くだ

ネタリウムを含む全館を休館します。

さい。

14市立科学館

=初級
（3・4級）
3,800円ほか

3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。

4なにわなんでも大阪検定事務センター
56944-7728

66944-6330

大坂の陣400年をきっかけに再現された
「豊国

09月〜11月

1市内各所
（市内スポーツセンター等）
4経済戦略局スポーツ課
56469-3883

①
「心の輪を広げる体験作文」
②
「障がい者週間のポスター」

66469-3898

大植英次プロデュース
大阪クラシック2018

障がいのある人とない人との心のふれあい

し、12月から来年3月末
（予定）
までプラ

を通じて学んだことや感じたことなどを、作文

踊り」
と、大阪の盆踊りの定番である
「河内音頭
〜幕末龍馬伝〜」
を皆さんで踊りましょう。
08/11
（土・祝）
18：00〜19：30
1大阪城天守閣前本丸広場
4大阪城天守閣
56941-3044

66941-2197

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〜」

またはポスターにしてご応募ください。対象
は①市内在住・在学の小学生以上、②市内在
住・在学の小・中学生。申込方法など詳しくは

カラフルなきのこ、

8をご覧ください。

こ、ちょっと怖い毒き

か わった 形 の き の

29/5

4福祉局障がい福祉課
56208-8071

66202-6962

プロの楽団による一流のクラシック音楽を気軽

のこ。学校では教え

に楽しん で い ただける、無 料または 低 価 格

てもらえない、不思 カエンタケ

（1,000円ほか）
のコンサートを全81公演開催。

講座・教室

1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

〜インターネットで学べる外国語〜
大阪大学との連携による次世代型
市民講座2018
教室ではなく、パソコンとインターネット環境
があれば、いつでもどこでも英語
（3コース）
・

3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56210-2454へ。
4大阪市総合コールセンター
54301-7285

中之島文楽

議な生き物として興味を誘う
「きのこ」を、フ
リーズドライ標本、精密な絵画などを通して学

09/9（日）
〜15（土）

66373-3302

び、楽しみ、鑑賞できる特別展。
010/21
（日）
まで9：30〜17：00

（入館は16：30まで）
月曜休館
（休日の場合は
翌平日）
※8/13
（月）
は開館
=大人500円ほか

14自然史博物館
56697-6221

66697-6225

各コース30人。対象は市内在住・在勤・在学

文楽のオイシイところをギュッと凝縮！

ごみ焼却工場のオープンデー
（工場見学）

の方。

文楽初心者向けの気軽に楽しめる公演。定員

010/27
（土）
〜11/10
（土）

各700人
（先着順）
。

①東淀工場②舞洲工場③平野工場で、通常

ドイツ語
（1コース）
が学べる講座です。定員

39/1〜21 15：00にホームページで。

010/5
（金）
19：00開演、

56539-3345

1中央公会堂

10/6
（土）
・7
（日）
13：30開演

4教育委員会生涯学習担当

66532-8520

第7回

9/5（水）11：00〜

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。どのような行動をとるか事前に考え、訓練で行動を再
確認しましょう。

●緊急速報メール・エリアメールの発信
1

場ではフリーマーケットも開催。
0①②8/25(土)③8/26
（日）

各日10：00〜16：00
（15：00受付終了）

14キッズプラザ大阪
56311-6601

66311-6605

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

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。

「2019年G20大阪サミット」開催
02019年6/28
（金）
、29
（土）

「G20大阪サミット」
成功のため、国内外
から来訪されるお客さまをあたたかくお
迎えしましょう。皆さんのご理解・ご協力
をお願いいたします。
42019年G20大阪サミット関西推進
協力協議会事務局
56210-9400

66210-9337

2019年G20大阪サミット

プレゼンテーションを行いました。
国と2025日本万国博覧会誘致委員会
は、豊富な万博開催経験がある日本だか

PRしました。

メー ル の 配 信 は ありま

09/3
（月）
〜6
（木）

際事務局）総会において、誘致のための

行政無線の屋外スピー

今 回 の 試 験 放 送に伴う

●キッズプラザ大阪
臨時休館
（館内整備のため）

6/13にパリで開催されたBⅠE
（博覧会国

らこそ開催できる、
「 Human Lives」
（い

エリアメール・緊急速報

66444-5657

2025年万博を大阪・関西へ

国瞬時警報システム）
に

カーで試験放送します。

訓練の合図は市施設の館内放送、防災行政無線でお知らせします。

56208-7388

地震・津波などの緊急事

より受信した情報を防災

9/ 5（水） 10：50 880万人訓練開始案内
11：00 緊急地震速報
11：05 大津波警報

4危機管理室危機管理課

18/29（水）11：00頃

態に備え、
Ｊアラート
（全

9/ 5（水） 11：03 大阪府全域
11：04 大阪市全域

●防災行政無線（屋外スピーカー）発信訓練
1

Jアラートによる
試験放送の実施

必要な予約をせずに、見学できます。東淀工

56444-5656

のち）
に焦点を当てた新しい万博の姿を
開催国は、11/23のBⅠE総会にて決定さ

▲会場イメージ図「空」
（くう）

れます。大阪・関西での万博開催を一緒
に勝ち取りましょう！

せん。

66202-3776

4経済戦略局万博誘致推進室

56615-3028

66615-7433

