期間中開催の主なイベント等一覧
所属名

イベント名称

開催日時

実施場所

イベント概要

対象者

定員

申込期間

問合せ先

大阪女性きらめき応援会議 構成団体におけるイベント
大阪市女性起業家情報交流協会（Ｗe's）

1 2018年第2回定例会『私の働き方改革』(仮題)

８月２８日（火）

産創館６階Ｃ会議室

自分自身の働き方を改革する工夫について話しあう予定です
(仮)
会員とビジター
詳細については7月下旬にＨＰに公開

ビジター定員
10人程度

大阪労働局

2 働き方改革セミナー

８月６日（月）

エルおおさか南館
南ホール

・労働局担当官説明
・働き方改革に取組む企業の事例発表 等

200名（先着順） ７月上旬〜定員に達するまで

企業の人事労務担当者等

８月１日（水）〜８月２０日（月）

８月２１日（火）まで
申込多数の場合、大阪府内中小
企業を優先

大阪市女性起業家情報交流協会
メール：info.osakawes@gmail.com
大阪労働局雇用環境・均等部 指導課
電話：06‑6941‑8940

3

女性管理職登用セミナー
〜なぜ、彼女は管理職になりたくないのか〜

８月２３日（木） 13:30〜16:00

大阪商工会議所
4階 401号会議室

「部下の特性」に着目した管理職候補者の育成方法を伝授。 経営者、管理職、人事担当者等

30名

4

朝日新聞社の創業者・村山龍平の企業家精神と
美 への想い

８月２８日（火） 15:30〜16:45

大阪企業家ミュージアム

朝日新聞社創業140周年の歩みを紹介。
講師：中之島香雪美術館館長

80名（先着順） 定員に達するまで

5

大阪企業家ミュージアム
毎週水曜日の夜間開館

水曜日は10:00〜20:00まで開館
大阪企業家ミュージアム
（最終入場19:30）

毎週水曜日は20:00まで開館しています。（ただし８月１５日は
企業関係者、学生、一般
休館）

―

10名以上の団体で来館の場合は 大阪企業家ミュージアム
事前にご予約下さい
電話：06‑4964‑7601

6 第９回イクメン写真コンテスト

応募期間：８月１日〜９月３０日 クレオ大阪中央

イクメン、イクジイの写真募集

どなたでも

―

応募期間：８月１日〜９月３０日

クレオ大阪中央
電話：06‑6770‑7200

都島区役所

1 子育て支援室講演会

８月上旬

都島区役所

不登校に関する講演会

保護者

50〜60人

７月上旬〜８月上旬

都島区役所保健福祉課（こども教育）
電話：06‑6882‑9118

中央区役所

2

８月７日(火)

国立文楽劇場小ホール

解説・体感ワークショップ・上演

小学生とその保護者

150名

６月下旬〜７月２０日（金）
（多数の場合抽選）

関西舞台株式会社 電話：090‑3270‑1198
中央区役所 市民協働課 電話：06‑6267‑9837

大正区役所

3 ランチタイムコンサート

８月（日程未定）

区民ホール

お昼の時間帯（12：15〜13：00）に、大正区民ホールでプロの
区民
演奏家による演奏をお楽しみいただけます。

200名程度

申込不要

大正区役所地域課
電話：06‑4394‑9743

4 おやこの食育教室

８月２１日（火）

天王寺区保健福祉センター
分館

調理実習

区内小学生とその保護者

12組

８月１４日まで（予定）

天王寺区役所 保健福祉課 健康推進
電話：06‑6774‑9882

5 天王寺区子育て情報博覧会

８月２５日(土）
天王寺区役所
13:00〜16:30 （16:00受付終了）

各施設のブースで施設情報をフェイスtoフェイスで提供

プレママ・プレパパ・就学前のこども
の保護者

申込不要

天王寺区保健福祉課 子育て支援室
電話：06‑6774‑9894

6 食育なつまつり

８月８日（水）10:30〜14:00

西淀川区役所

食育ゲームラリー、エプロンシアター、やさいキーホルダーづく
り、レシピの配布、試食の実演・提供等、親子で楽しめるコー 区民
ナーがたくさんあります！

申込不要
※一部、事前申込が必要なコーナーあり
（詳細は大阪市西淀川区ホームページを参照）

西淀川区役所 保健福祉課健康推進グループ
電話：06‑6478‑9882

7 夏休みおやこの食育教室

８月２日（木）10:00〜13:00

西淀川区役所

親子でお昼ごはんを調理し試食します。楽しい食育のお話し
もあります。

区内在住の小学生とその保護者

15組（先着順） ７月２日（月）〜７月２７日（金）

西淀川区役所 保健福祉課健康推進グループ
電話：06‑6478‑9882

8 キッズクッキング

８月２４日（金）10:00〜13:00

西淀川区役所

親子でお昼ごはんを調理し試食します。楽しい食育のお話し
もあります。

区内在住の４〜６歳児とその保護者 15組（先着順） ８月１日（水）〜８月２０日（月）

西淀川区役所 保健福祉課健康推進グループ
電話：06‑6478‑9882

9 東淀川みらいＥＸＰＯ 「東淀川えぇもん博覧会」

８月２４日（金）14:30〜17:00

東淀川役所 ３階
区民ホール

東淀川区の「えぇもん」について、「食」「技術」「歴史」「場所」
「活動」をテーマに参加者の皆さんで情報共有や意見交換を
行います

東淀川区に在住、在勤、在学の方

50名程度

東淀川区役所 保健福祉課（地域協働担当）
電話：06‑4809‑9509

10 夏休み☆おやこの食育教室

8月3日（金）
10:00〜13:00

旭区保健福祉センター分館

調理実習・食育講座

旭区内在住の小学生と保護者

12組（先着順） ７月６日（金）〜７月２０日（金）

旭区役所 保健福祉課保健衛生グループ
電話：06‑6957‑9882

11 あさひプレママサロン

８月１８日（土）
10:00〜11:30

旭区保健福祉センター分館

沐浴・妊婦体験、減塩みそ汁体験、母乳育児グッズ展示

旭区在住の妊婦

20組（先着順） ８月１６日（木）まで

旭区役所 保健福祉課保健活動グループ
電話：06‑6957‑9968

東成区役所

12 東成区民まつり

８月４日（土）〜８月５日（日）

東成区民センター、東中本公
地域コミュニティづくりの象徴イベントとしてのまつりの開催
園、神路小学校校庭

東成区民

阿倍野区役所

13 節酒健康講座

８月８日（水） 14:00〜15:30
８月２９日（水） 13:30〜16:30

阿倍野区役所

節酒を希望する対象者への健康教育及び個別指導

阿倍野区民

住吉区役所

14 すみちゃん子育て情報フェア

８月２５日（土） 13:00〜16:00
（受付12:30〜15:30まで）

住吉区民センター

住吉区内の幼稚園、保育所（園）、地域子育て支援施設等の 住吉区内のプレママ・プレパパから
情報を収集できる場として開催
就学前の子どもの保護者

大阪商工会議所

一般財団法人
大阪市男女共同参画のまち創生協会

大商会員企業経営者、一般、学生
など

大阪商工会議所
電話：06‑6944‑6421
大阪企業家ミュージアム
電話：06‑4964‑7601

大阪市各所属におけるイベント

夏休み伝統芸能体験
おやこde 狂言 チャレンジ！

天王寺区役所

西淀川区役所

東淀川区役所

―

８月２０日（月）17:30まで

旭区役所

―

申込不要

10名（先着順） ７月２日（月）〜８月１日（水）

―

申込不要

（一財）大阪市コミュニティ協会東成区支部協議会
電話：06‑6972‑0717
阿倍野区役所 保健福祉課保健活動グループ
電話：06‑6622‑9968
住吉区役所 保健福祉課（保健福祉）
電話：06−6694−9857

15

しごと×子育て「スキルアップサロン」
８月２８日（火）
「夫に伝わる話し方〜よりよい夫婦関係のために」

1 外国語絵本読み聞かせ「アイアイ」

市民局

子育てと仕事に活かせる、保護者のためのスキルアップサロ
ンを開催します。無料の一時保育や、大阪ガスの最新機器を 子育て中の女性・男性
使った簡単料理教室とランチタイム交流会も実施します。

48名（先着順）

クレオ大阪子育て館

いろいろなお話を外国語（英語・中国語・韓国語）でお楽しみく
子どもと保護者
ださい。

30名
申込不要
（当日先着順）

クレオ大阪子育て館
電話：06‑6354‑0106

８月７日（火） 10:00から受付開始
定員に達するまで

大阪市市民局雇用・勤労施策課
電話：06−6208−7355

2

理工系ってどんなところ？科学を学ぶ面白さ体験し
８月１８日（土）14:00〜16:00
よう

クレオ大阪子育て館

現役女子大生から進路選択や大学生活の話を聞いたり、学
校とはひと味違う科学実験にチャレンジ。
実施内容：入浴剤と芳香剤を作ろう

小学５年生〜
中学生の女子

20名（先着順） 定員に達するまで

クレオ大阪子育て館
電話：06‑6354‑0106

3

親子で楽しむ小学生のためのわくわく理科実験
きらきら万華鏡をつくろう！Part2

８月２１日（火）10:00〜11:30

クレオ大阪西

きらきら万華鏡をつくって遊ぼう。

小学生と保護者

20名
８月7日（火）まで
（締切後抽選）

クレオ大阪西
電話：06‑6460‑7800

4 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

クレオ大阪南

廃材をつかって夏休みの工作を楽しみませんか？

小学生と保護者

60名（先着順）

定員に達するまで
※一時保育８月８日（水）まで

クレオ大阪南
電話：06‑6705‑1100

８月２３日（木）14:00〜16:00

クレオ大阪南

自然界における水の変化について、気象の専門家が解説し
ます。親子で実験しながら学ぼう！

小学生の女子と
保護者

50名（先着順）

定員に達するまで
※一時保育８月１２日（日）まで

クレオ大阪南
電話：06‑6705‑1100

８月１１日（土）10:30〜12:00

クレオ大阪東

「子どもと過ごす時間が少ない」、「子どもと仲良くしたい」と感
3歳までの子どもと男性保護者
じているパパにオススメ！

15組30名
（先着順）

定員に達するまで
※一時保育８月１日（水）まで

クレオ大阪東
電話：06‑6965‑1200

7

傾聴のチカラを再発見！〜相手を思う気持ちが伝
８月１８日（土）13:30〜16:45
わる傾聴の実習〜

クレオ大阪東

実習形式で「人から好かれる」「仲良しの夫婦・家族関係にな
る」こんな相手を思う気持ちが伝わる傾聴の基本を練習しま テーマに関心のある方
す。

30名（先着順） 定員に達するまで

クレオ大阪東
電話：06‑6965‑1200

8

＃STEM教育って何?!
〜理系女子をめざして〜

８月１９日（日）10:30〜12:00

クレオ大阪東

テーマに関心のある方（女子中高
理系分野でご活躍の女性研究者より、ご自身の研究テーマや
生、保護者、学校教職員、支援者な 20名（先着順） 定員に達するまで
体験談を紹介。
ど）

クレオ大阪東
電話：06‑6965‑1200

1 ランチタイムコンサート 8月

８月２５日（土） 12:15〜13:00

総合生涯学習センター

親子で楽しめるコンサート

どなたでも

60名（先着順）

７月２８日（土）〜定員に達するま
で

総合生涯学習センター
電話：06‑6345‑5004

８月５日（日） 13:30〜16:00

総合生涯学習センター

親子で楽しむイベント

子どもと保護者

各イベント
10名〜24名
（先着順）

７月１０日（火）〜定員に達するま
で

総合生涯学習センター
電話：06‑6345‑5004

3 わくわく絵本ランド

８月５日（日） 11:00〜16:00

総合生涯学習センター

絵本展の開催

どなたでも

申込不要

総合生涯学習センター
電話：06‑6345‑5004

4 ビデオ上映会

８月１５日（水） 13:00〜14:30

総合生涯学習センター

ビデオの上映

どなたでも

36名
申込不要
（当日先着順）

総合生涯学習センター
電話：06‑6345‑5020

5 16ミリ駅前映画会

８月２８日（火） 14:00〜15:30

総合生涯学習センター

映画会

どなたでも

70名
申込不要
（当日先着順）

総合生涯学習センター
電話：06‑6345‑5020

5

サイエンスガールの実験室
雪の結晶と雲をつくろう！

6 パパ力UP大作戦〜親子で楽しく遊ぼう〜

2

親子でわくわくするDay!
夏休みあそびの王国

―

6

あべのこどもラボ
「じぶんのなまえをかっこよく書こう」

８月２２日（水） 10:00〜12:00

阿倍野市民学習センター

自分の名前を好きな字体で書いて作品にする

子ども

15人（先着順）

７月１０日（火）〜定員に達するま
で

阿倍野市民学習センター
電話：06‑6634‑7951

7

あべのこどもラボ
「おしばい前のウォームアップ ツタエル・ウケトル

８月２２日（水） 13:00〜15:00

阿倍野市民学習センター

演劇の手法を用いたコミュニケーションのワークショップ

子どもと保護者

15組（先着順）

７月１０日（火）〜定員に達するま
で

阿倍野市民学習センター
電話：06‑6634‑7951
阿倍野市民学習センター
電話：06‑6634‑7951

あべのこどもラボ
8
「たのしいレザークラフト」

８月２２日（水） 13:30〜15:00

阿倍野市民学習センター

レザークラフトで小物づくり

子ども

７月１０日（火）〜定員に達するま
15人（先着順）
で

あべのこどもラボ
「紙ひこうきを飛ばそう」

８月２３日（木） 10:00〜12:00

阿倍野市民学習センター

紙ひこうきをつくって、耐空時間を競う

子ども

20人（先着順）

７月１０日（火）〜定員に達するま
で

阿倍野市民学習センター
電話：06‑6634‑7951

10 あべのこどもラボ「おやこでリラックスヨガ」

８月２３日（木） 13:30〜15:00.

阿倍野市民学習センター

おやこでヨガ体験

子どもと保護者

15組（先着順）

７月１０日（火）〜定員に達するま
で

阿倍野市民学習センター
電話：06‑6634‑7951

11 あべのこどもラボ「ステンシルで小物づくり」

８月２３日（木）
①13:30〜14:15 ②15:00〜
15:45

阿倍野市民学習センター

ステンシルで小物づくり

子ども

12人（先着順）

７月１０日（火）〜定員に達するま
で

阿倍野市民学習センター
電話：06‑6634‑7951

12 あべのこどもラボ「はじめての将棋」

８月２４日（金） 10:00〜12:00

阿倍野市民学習センター

将棋体験教室

子ども

15人（先着順）

７月１０日（火）〜定員に達するま
で

阿倍野市民学習センター
電話：06‑6634‑7951

13 あべのこどもラボ「こども演歌道場」

８月２４日（金） 13:30〜15:00

阿倍野市民学習センター

こぶしを効かせて演歌を歌う

子ども

15人（先着順）

７月１０日（火）〜定員に達するま
で

阿倍野市民学習センター
電話：06‑6634‑7951

８月２６日（日） 10:00〜14:00

阿倍野市民学習センター

ミステリーに満ちたベルタホテルを探検

子どもと保護者

100人程度
申込不要
（当日先着順）

15 「生演奏と絵本のおはなしパーク」

８月２４日（金） 10:00〜11:00

阿倍野市民学習センター

生演奏と絵本の読み聞かせ

子どもと保護者

80人（先着順）

16 人権絵本原画展

８月１３日（月）〜８月２０日（月） 難波市民学習センター

人権絵本の展示

どなたでも

17 楽しく学ぼう！夏休み親子自由研究（環境編）

①８月２２日（水） 13:30〜15:30
②８月２３日（木） 10:00〜11:30

大阪の川の水質や生き物などについて、実験を交え親子で楽
小学3年生以上の子どもと保護者
しく学ぶ(①②とも同内容）

各回14組
（先着順）

9
教育委員会事務局

８月２日（木）14:30〜15:30

ハグミュージアム

14

あべのこどもラボ「ミステリーゾーン『ベルタホテル
へようこそ』」

難波市民学習センター

―

７月１０日（火）〜定員に達するま
で

阿倍野市民学習センター
電話：06‑6634‑7951

申込不要

難波市民学習センター
電話：06‑6643‑7010

７月２０日（金）〜定員に達するま
で

難波市民学習センター
電話：06‑6643‑7010
難波市民学習センター
電話：06‑6643‑7010
難波市民学習センター
電話：06‑6643‑7010

18 なんばこども映画会

８月２２日（水） 10:00〜11:30

難波市民学習センター

夏休み中のこどもと保護者を対象に、映画の楽しみを伝える 親子

７月１０日（火）〜定員に達するま
50組（先着順）
で

19 こども落語教室

８月３日(金)、６日(月)、９日
(木)、
１０日(金)、１７日(金) 全５回
10:00〜12:00

難波市民学習センター

落語を通して、こどものコミュニケーション力や表現力を伸ば
す

10人（先着順） 募集中〜８月３日（金）

小学3年生〜中学生

阿倍野市民学習センター
電話：06‑6634‑7951

教育委員会事務局

20 ピアノ解体ショー＆ミニコンサート

８月５日（日） 14:00〜16:00

難波市民学習センター

アップライトピアノを解体しながら、その仕組みなどを解説する 小学生以上の子どもと保護者

30人（多数抽選）募集中〜７月２９日（日）

難波市民学習センター
電話：06‑6643‑7010

21 夏休み親子食育セミナー
①②共通（お話し）「乳牛について学ぼう」
①（体験）「クリームから、バターをつくる」
22 ②（体験）「レモンラッシー風ドリンクをつくる」

①８月２８日（火） 10:00〜11:45

難波市民学習センター

親子で参加できる食育講座

小学生以上の子どもと保護者

40人（多数抽選）７月１０日（火）〜多数抽選

難波市民学習センター
電話：06‑6643‑7010

②８月２８日（火） 14:00〜15:30

難波市民学習センター

親子で参加できる食育講座

小学生以上の子どもと保護者

40人（多数抽選）７月１０日（火）〜多数抽選

難波市民学習センター
電話：06‑6643‑7010

23 生演奏と絵本のおはなしパーク

８月２３日(木) 14:00〜15:00

難波市民学習センター

親子で絵本とバロック音楽を楽しむ

親子

80人（先着順） ７月１０日（火）〜先着順

難波市民学習センター
電話：06‑6643‑7010

８月２９日(水) 14:00〜15:30

難波市民学習センター

楽しみながら生涯学習に触れ、日常の生活を豊かにする

どなたでも

70人（先着順） 募集中〜８月２９日（水）

難波市民学習センター
電話：06‑6643‑7010

25 初心者のためのiPhone教室

８月３０日(木） 13:00〜15:00

難波市民学習センター

楽しみながら生涯学習に触れ、日常の生活を豊かにする

どなたでも

20人（先着順） 定員に達するまで

難波市民学習センター
電話：06‑6643‑7010

26 なんば笑いえ亭

８月１７日（金） 14:00〜

難波市民学習センター

市民が気軽に芸術・文化に触れる機会として開催する

どなたでも

120人（先着順） 定員に達するまで

難波市民学習センター
電話：06‑6643‑7010

16 おおさか子ども市会

８月２３日（木）

市会特別委員会室

各委員会代表の子ども議員が質問や意見を発表し、それに
対して市長が答弁を行う。

市内在住・在学の小学校５・６年生

86名

大阪市教育委員会事務局 指導部初等教育担当
電話：06‑6208‑9176
大阪市会事務局 政策調査担当
電話：06‑6208‑8694

24

市会事務局

高野山大学連携講座「空海と密教を学ぶ」
〜密教入門講座〜空海の文学

募集中〜７月９日（月）

