編集/大阪市政策企画室

06-6208-7251

06-6227-9090

〒530-8201 大阪市北区中之島1-3-20

※

特に記載のないものは市外局番
「06」
です。

重大な児童虐待ゼロへ
市営住宅の入居者
①親子近居等募集
親子近居住宅、
子育て世帯向け住宅、
単身
者向け住宅、
一般世帯向け住宅の入居者。
②随時募集
定期募集などで応募者が募集戸数に達し
なかった公営住宅などの入居者。12/3に
募集住宅を追加。
（消印有効）②
D ①11/1〜15に送付で
12/3
（金）
の10:00〜1６:00に住まい情
報センターで受け付け。申し込みには収
入 などの 条 件 が あります 。詳しくは ①
11/1から②11/26から Iまたは、住情報
プラザ、大阪市サービスカウンター
（梅田・
難波・天王寺）
などで配布する申込みのし
おりをご確認ください。①は区役所でも配
布します。
F 市営住宅募集センター募集担当
G6882-7024 H6882-7051

2022
大阪ハーフマラソンランナー

大阪国際女子マラソンと同時にスタート
し、市街地の大通りを走ることができるマ
ラソン大会のランナー。対象は満18歳以
上の方
（高校生は不可）
。定員6,000人
（先
着順）
。
（日）
12:10スタート
A来年1/30
大阪城公園東側スタート
E
B10,000円

用、手話通訳希望の方はその旨を書いて、
〒557-0024 西成区出城2-5-20 社会福祉
研修・情報センター3階、大阪市成年後見
支援センターへ。
G4392-8282 H4392-8900

大阪・光の饗宴
2021

御堂筋イルミネーション

大阪の夜を彩る
「希望の光」をテーマ
に
「大阪・光の饗宴2021」
を実施。全長
約4kmにわたる御堂筋イルミネーショ
ンでは、
6種類のカラーで各エリアを彩

OSAKAシティウオーク
2021-2022第2回大会

るほか、
御堂筋近隣の小学生が、
大阪の
はり こ

とら

伝統張子である虎張子へデザインを施
（水・祝）
〜12/31
（金）
17:00頃〜23:00
A11/3
（阪神前交差点〜難波西口交差点）
E 御堂筋
F 経済戦略局観光課
G6469-5166 H6469-3896

鶴見緑地をスタートし、樹木が立ち並ぶ城
北遊歩道を通り、咲くやこの花館をめざし
ます。
「 鶴見緑地フェスタ」
も同日開催予
定。小学生以下は保護者同伴、車いすをご
利用の方は介添者同伴。
（日）
ロングコース9:30〜11:00、
A11/7
ショートコース11:30〜12:30に受け付け
後、随時スタート
E 花博記念公園鶴見緑地ほか
B 当日参加料：700円
F OSAKAシティウオーク事務局
G6577-5269 H6577-5280

5,000人
（先着順）
。日時や申込方法はプ
ログラムによって異なります。詳しくは
ホームページをご覧ください。
（土）
・14
（日）
10:00〜17:00
A11/13
ATCほか
E
B 一部有料のプログラムあり
F 咲洲こどもEXPO実行委員会事務局
G6615-5230 H6615-5021

ウィズコロナ時代の
新しい公園活用イベント
「中之島モダンシーン」

講演会
「成年後見制度と市民後見人への期待
〜地域で本人らしい生活を支える〜」

ウォークラリーイメージ

ウォー キ ン グ ア プリ「 スポ ー ツタウン
WALKER」
を使用し、期間内に御堂筋周
辺の全てのチェックポイントを回って完
歩をめざすオンラインイベント。参加に
はアプリのダウンロードが必要です。
（土）
〜12/19
（日）
A11/20
御堂筋周辺
（梅田〜難波）
E
F 経済戦略局スポーツ課
G6469-3864 H6469-3898

咲洲こどもEXPO2021
〜Think SDGs 笑顔がつながる、
未来をつくる〜

道路から公園に生まれかわった水都大阪
のシンボル中之島公園で、青空の下、絵本
を読むなど新たな憩いとにぎわいを楽し
みませんか？申込方法など詳しくは Iを
ご覧ください。
（水）
〜11/21
（日）
A11/17
なにわ ばし

（公会堂〜難波橋）
E 中之島公園内
建設局道路空間再編担当
F
G6615-6785 H6615-6575

特別展
「メトロポリタン美術館展
西洋絵画の500年」

はやしどうよし こ

弁護士の林堂佳子さんによる講演や落語
家の桂福点さんによるトークと落語「 で
あいは心の光 〜笑いでノーマライゼー
ションを〜」
。定員180人
（先着順）
。
（土）
13:30〜16:00
A12/4
Eあべのハルカス25階
C11/22
「成年後見制度
DF電話・ファックス・Jで
講演会参加希望」
と明記のうえ、
氏名、
電話
番号、所属・団体名
（勤務先等）
、車いす使

公開）
を展示。15世紀の初期ルネサンス
から19世紀のポスト印象派まで、500年
の流れをたどります。

A 11/13（土）〜来年1/16（日）まで9:30〜
17:00（入館は16:30まで）、月曜休館
（1/10は開館）
、12/30
（木）
〜1/2
（日）
は
休館
E 市立美術館
B 大人2,100円ほか
F 大阪市総合コールセンター
G4301-7285 H6373-3302
なにわ

特別展
「難波をうたう
〜万葉集と考古学〜」

重圏文鬼瓦 大阪市教育委員会蔵・大阪市文化財協会保管
オープンカフェ・ピクニックイメージ

市が所有する施設等のスポンサーになっ
ていただける事業者（ネーミングライツ
パートナー）
。詳しくは Iをご覧ください。
A募集期間：来年1/21まで
DF 財政局財源課
G6208-7733 H6202-6951

「こどもぎゃらりー」
のイメージ

御堂筋いちょう並木
ウォークラリー

D 11/1 10:00〜11/30にホームページで。
F 経済戦略局スポーツ課
G6469-3882 H6469-3898

ネーミングライツパートナー

イルミネーションのイメージ

した
「こどもぎゃらりー」
を実施します。

親子で防災ミニキャンプ、外国人ファミ
リーと国際交流、800冊の絵本の世界、海
洋プラスチックごみ問題の啓発など、約
35のプログラムが集結。親子で遊びなが
ら
「未来に役立つこと」
を学べます。対象は
未就学児〜小学生とその家族。定員1日

カラヴァッジョ
（本名 ミケランジェロ・メリージ）
《音楽家たち》
1597年 ニューヨーク、
メトロポリタン美術館
Rogers Fund, 1952 / 52.81

ラファエロ、
カラヴァッジョ、
レンブラント、
フェルメール、モネ、ルノワール、
ゴッホな
どの珠玉の名作65点
（うち46点は日本初

発掘調査で見つかった遺跡・遺物と、日本
最古の歌集『万葉集』
に収められた大阪の
歌を通して、飛鳥・奈良時代の難波を照ら
し出します。
（日）
まで9:30〜17:00 ※会期中
A12/5
の金曜は20:00まで
（入館は閉館の30分
前まで）
、火曜休館
（火曜が祝日の場合は
翌平日）
B 特別展のみ：大人1,000円ほか
EF 大阪歴史博物館
G6946-5728 H6946-2662

おうちで楽しめる だ いどう
竹内街道・横大路
（大道）
まつり
ウォー キ ン グ ガ
イドツ ア ー の 動
画 配 信 や デジ タ
ルスタンプラ
リーなど、竹内街
道・横大路の魅力
を 満 喫 で きるプ
ログ ラムをオン
ラ イ ン で 開 催し
竹内街道・横大路の様子
ます。
H27年度フォトコンテスト入選作品
「夕刻のひとこま」
A来年1/31まで
撮影場所：奈良県橿原市今井町
F 建設局企画課
G6615-6439 H6615-6575

