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※

特に記載のないものは市外局番
「06」
です。

2025大阪・関西万博〜いのち輝く未来社会のデザイン〜
大規模小売店舗立地法に基づく
届出書の縦覧等
【新設】
ニトリ阿倍野店
A 縦覧と意見書の受け付け：10/17まで

E経済戦略局産業振興課、阿倍野区市
民協働課
F 経済戦略局産業振興課
G6615-3784 H6614-0190

て、Kこども青少年局青少年課
「みおつく
しの鐘打鐘のつどい」
係へ。
G6208-8158 H6202-2710

第13回
「なにわなんでも大阪検定」
受験者
今年のテーマは
「大阪の笑い」
。合格者に
は、博物館などの施設で割引が受けられ

る合格証を発行します。
（日）
A12/11

ご 意見をお聴かせください
以下の案は、区役所、市民情報プラザ
（市

役所1階）、大阪市サービスカウンター

（梅田・難波・天王寺）
、I などでご覧いた

E大阪工業大学大宮キャンパスほか
（3・4級）
4,200円ほか
B初級
までにホームページまた
D10/18（火）

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。
Fなにわなんでも大阪検定事務センター

は

た

ち

二十歳を迎える方による
だ しょう

「みおつくしの鐘打鐘のつどい」
の参加者

大阪来てな！
キャンペーン
音 楽フェスやグ ルメ、
アート体験などのさま
ざまなイベントを、府内
各地でお届けします。
詳しくはホームページ
をご覧ください。

F大阪来てな！キャンペーン事務局
G7638-6313 H6469-3896

生きた建築ミュージアム
フェスティバル大阪2022
（イケフェス大阪2022）
毎 年 秋に開 催 する日本 最 大 級 の 建 築
公開イベント。めったに入ることのでき
な い 大 阪 の 魅 力 ある建 築 が 無 料で特
別公開され、所有者等の案内で巡るガ
イドツアーや、
トークセミナーなどを実
施。申込方法など詳しくはホームペ ー
ジをご覧ください。
（土）
・30
（日）
A10/29
都市整備局住宅政策課
F
G6208-9221 H6202-7064

前回の様子

往復ハガキに住所・氏名・
DFI または、
電話番号・生年月日・メールアドレス、
手話
通訳など配慮が必要な方はその旨を書い

F 万博推進局事業推進課
G6690-7640 H6690-7805
手続きなどに関すること：国土交通省自動車情報課
G03-5253-8588 H03-5253-1639

ヤンマーフィールド長居や長居公園を
舞台に、チームでタスキをつないでい
くランニングイベントを開 催 。参 加 費
用など詳しくはホームページをご覧く
ださい。
（日）
A12/18

ごみ減量フェスティバル
ガレージセール・イン・
OSAKA TOWN

詳しくはこちら

PARK JAM2022
リレーマラソン in 長居
二十歳を迎える方
（平成14年4/2〜15
年4/1生まれで市内在住の方）の代表
が、市役所屋上の
「みおつくしの鐘」
を打
ち鳴らす行事で、66回目を迎えます。二
十歳となった記念にぜひご参加くださ
い。定員50人。
（月・祝）
9:00〜11:30
A 来年1/9
E市役所屋上ほか
（消印有効）
C11/15

くはホームページをご覧ください。

Eヤンマーフィールド長居ほか
D11/30までにホームページで。
F 建設局調整課
G6469-3820 H6469-3895

「大阪市地域公共交通計画
（大阪港咲洲・夢洲地域）
」
（一部変更）

市営すまいりんぐ
（子育て応援型）
・市営
すまいりんぐ・市営特定賃貸住宅・市営
再開発住宅の入居者を随時募集中。
11/2には7月以降に空き家になった住
宅も追加し、受け付け。市外居住者、単
身者も申し込み可。ただし、申し込みに
は収入などの条件があります。詳しくは
10/26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
ご覧ください。
F市営住宅募集センター募集担当
G6882-7012 H6882-7051

号を変更せずに特別仕様ナンバープレート

詳しくは
こちら

G6944-7728 H6944-6330

などでお寄せください。

市営すまいりんぐなど
中堅所得者層向け住宅の入居者

車の購入時に限らず、現在お乗りの車も番
に交換できます！申込方法や料金など詳し

だけます。ご意見は、送付・ファックス・J

A閲覧・応募期間：10/31まで
EF大阪港湾局計画課
G6615-7768 H6615-7789

万博ナンバープレートを
交付します！

開催の様子

約480店による関西最大級のガレージ
セールを開催。企業・団体の出展ブース
では、
ごみの減量や3Rについて、大人か
ら子どもまで楽しみながら学べます。詳し
くは Iをご覧ください。
（木・祝）
11:30〜14:30 ※雨天
A11/3
中止
E大阪城公園太陽の広場
F 環境局家庭ごみ減量課
G6630-3259 H6630-3581

特別展
「シンボル」
が彩る戦国の世

織田氏諸将連署禁制 天正2年10月29日付
誉田八幡社家中宛
（大阪城天守閣蔵）

の10年間に焦点を当て、2人が共通し
て取り組んだ石版画ポスターを中心に
紹介します。
（土）
〜来年1/9
（月・祝）10:00
A10/15
〜17:00
（入場は16:30まで）
、月曜休館
（1/2・９は開館）
、12/31
（土）
・来年1/1
（日・祝）
は休館
E大阪中之島美術館
B大人1,600円ほか
F大阪市総合コールセンター
G4301-7285 H6373-3302

第47回社会人野球
日本選手権大会チケット

前回優勝チーム：大阪ガス
毎日新聞社撮影

全32チームが出場し、
社会人野球日本一
を決定する最高峰の大会のチケットを
500組1,000人にプレゼント。対象は市
内在住・在勤・在学の方。詳しくは Iをご
覧ください。

（日）
〜11/9
（水）
の間で開催
（予定）
A10/30
E 京セラドーム大阪
D10/17までに Iで。
F 経済戦略局スポーツ課
G6469-388２ H6469-3898

織田信長が書状に押した
「天下布武」の
きん ぴょう

印章、豊臣秀吉が戦場にかかげた金瓢の
うまじるし

馬印など、戦国時代の武家社会を特色づ
けるさまざまな
「シンボル
（象徴）
」
に光を
当てて紹介します。
A10/8（土）〜11/23（水・祝）9:00〜
17:00
（入館は16:30まで）
B 入館料：大人600円
EF 大阪城天守閣
G6941-3044 H6941-2197

ロートレックとミュシャ
パリ時代の10年
ロートレックとミュシャが芸術の都パリ
で活躍した1891年から1900年まで

休 館 の お 知 ら せ
市立美術館

（改修工事のため）
A令和7年春頃まで
EF市立美術館
G6771-4874 H6771-4856

24時間365日対応の
児童虐待の通告・相談は、

「児童虐待ホットライン」
（まずは一報 なにわっ子）

0120- 01-7285

にお電話ください。

