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編集/大阪市政策企画室

H06‑6208‑7251

I06‑6227‑9090

い知ることのできる当時の市民の暮らしを紹介します。
市営住宅の入居者
親子近居住宅・子育て世帯向け住宅の入居者。申し込 C11/1
（日）〜8（日）9：00〜17：30（入場は17：00まで）EA
みには、収入・住所・同居親族などに条件があります。申 大阪市公文書館 H6534-1662 I6534-5482
込書は住情報プラザ、住宅管理センター（梅田・阿倍野・ テーマ展
「大坂城戦史」
平野・天満橋）、大阪市サービスカウンター（梅田・難波・
歴史上何度も合戦の舞台となり、
落城を繰り返してき
天王寺）
、
区役所などで11/4〜11に配布します。今回の募 た大阪城。本願寺があった戦国時代からの激しい戦いの
集から市に移管された旧府営住宅も募集対象となりま 歴史をたどります。費用大人600円ほか。C11/23（月・祝）
す。D11/11
（消印有効）
BA申込書に必要事項を書いて、 まで9：00〜17：00（入館は16：30まで）EA大阪城天守閣
〒530-0041北区天神橋6-4-20、大阪市住まい公社募集担 H6941-3044 I6941-2197
当へ。H6882-7024 I6882-7021
学校給食・食育フェア2015
学校給食・食育について試食、料理体験や資料展示な
臨時的任用職員の事前登録者の募集
対象は11/1現在、満18歳以上の方（大阪市の臨時的任 どにより理解・関心を深め、イベントを通じて食を見直
用職員、
地方公務員法第16条＜欠格条項＞に該当する方 すきっかけとしていただく体感・参加型のイベント。一
は登録不可）。育児休業者等の代替として12/1〜来年 部有料ブースあり。C12/13（日）
11：00〜15：00【料理体験
5/31の間で各区・局等で随時任用開始。募集職種は事務 （給食のおかずコース・パンづくりコース）】①11：00〜
職。登録者全員が採用されるとは限りません。任期は任 12：30 ②13：00〜14：30。定員：各24人（中学生以下保護者
用開 始日から6 カ月以 内（ 最 長 6 カ月の 延 長あり）。 同伴）E大阪ガス ハグミュージアムD11/20BA往復
（3人まで）
・年齢・代表者の住
D11/20BAKからダウンロードした申込書に必要事項 ハガキに参加者全員の氏名
所・電話番号・参加希望コース・回次を書いて、L教育委
を書いて、
L人事室人事課へ。
H6208-7579 I6202-7070
員会事務局学校保健担当へ。H6208-9143 I6202-7053
中央卸売市場東部市場 市場体験ツアー
活気ある
「せり」
の見学や、
新鮮な食材の見分け方など
咲くやこの花芸術祭2015
を楽しく学ぶ。定員80人。C11/28
（土）
8：00〜10：00D11/9
若手芸術家に対
（消印有効）
し贈呈する咲くや
EBA往復ハガキに参加者全員の氏名
（4人
この花賞の受賞者
まで）
・代表者の住所・電話番号を書いて、
〒546-0001 東
による芸術祭。6回
住吉区今林1-2-68 水産卸売場棟3階、東部市場業務管理
目となる今回は、
担当へ。H6756-3901I6756-3905
現代美術と文楽、
大阪市農業フェア
瀧弘子さん
福井麻衣さん
ハープ演奏とバレ
「農作物品評会」で出品された農作物や花苗・鶏卵の
（現代美術）
（ハープ）
エなど、ジャンル
販売、餅つきの実演などを実施 C 11/14（ 土）10：00〜
の異なる受賞者同士のコラボレーションを多数企画。ま 14：30E長居公園自由広場A経済戦略局地域産業課 H
た、小さなお子様も楽しめるコンサートや、無料の美術 6615-3751 I6614-0190
展示なども実施。費用1500円ほか。詳細はKをご覧くだ
あ・いこう！ 愛光フェスタ2015
ひとり親や寡婦の方を応援する愛光会館で、
相談コー
さい。C11/27（金）〜29（日）E中央公会堂Bホームペー
イベントが盛りだ
ジまたはファックスで、
代表者の氏名・住所・電話、
ファッ ナーや適職診断、模擬店、人形劇など、
クス番号・希望プログラム、
チケット枚数を書いて、
咲く くさん！ぜひお子さんと一緒にお越しください。C11/23
やこの花賞受賞者等支援事業実行委員会
（I6372-3691） （月・祝）10：00〜15：00 EA 愛光会館 H 6371-7146
へ。A経済戦略局文化課 H6469-5176 I6469-3897
I6371-6722
特別展
「唐画もん−武禅に閬苑、若冲も」
江戸時代中頃の大坂で活躍
した幻想的な風景画も描いた
「水環境と市民」
講演＆シンポジウム
墨江武禅、力強い水墨画や華麗
下水道を含めた水環境の重要性について、前滋賀県
な花鳥画を得意とした林閬苑
知事の嘉田由紀子氏の講演とパネルディスカッション。
を中心に、京都の伊藤若冲らも
定員80人
（先着順）
。C11/14
（土）
13：30〜16：30D11/7EB
含めて独創性豊かな絵画を紹
A電話・ファックスで、イベント名・参加人数・代表者氏
介 。費 用 大 人 1 0 0 0 円 ほ か 。
名・電話番号を書いて、下水道科学館へ。H 6466-3170
C12/13
（日）
まで9：30〜17：00※
I6466-3165
金曜は20：00まで（入館は閉館
みやざきひろかず先生と絵本を作ろう！
絵本を語ろう！
30分前まで）
、火曜休館
（休日の場合は翌平日）
EA大阪
「ワニくん」
シリーズの作者・みやざきひろかず先生と
歴史博物館 H6946-5728 I6946-2662
一緒に絵本をつくる①ワークショップ（持ち物：好きな
公文書館秋の展示「公文書にみる戦時下の大阪市政」
②絵本作り
今年は戦後70年を迎える節目の年です。戦争は人々 筆記用具※絵の具など水を使うものは不可）
。C11/29
の生活を大きく変え、
大阪でも空襲による大きな被害が に関する講演会。定員①30組②300人（先着順）
出ました。戦時下の大阪市政や、公文書などからうかが （日）
①13：30〜14：40②15：00〜16：00 D11/15E市立中央
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①臨時福祉給付金 ②子育て世帯臨時特例給付金の
申請を受け付けています
各給付金の対象と見込まれる方で申請書をお送りした方のうち、まだ申
請されていない方には、
11月中に再度「申請書」
を送付しますので、
お早めの
申請をお願いします。臨時福祉給付金については税額変更等により新たに
対象と見込まれることとなった方には10月または12月初旬に申請書を送付
します。
※対象と思われる方で申請書が届かない場合はお問合せください。
対象：①平成27年度市民税
（均等割）
が課税されていない方
（課税者の扶養家
族・生活保護受給者等を除く）
。②平成27年6月分の児童手当受給者（特例給
付を除く）
。D来年2/3
A大阪市給付金コールセンター H6461-1600 I6461-1680

〒530‑8201 大阪市北区中之島1‑3‑20

図書館BA①のみ往復ハガキで、氏名（保護者1人につ
き5歳〜中学3年の子ども2人まで）
・子どもの学年と年
齢・代表者の住所・電話番号を書いて、
〒550-0014 西区北
堀江4-3-2、市立中央図書館「みやざきひろかず先生」係
へ。H6539-3326 I6539-3336
子育て中のしごと応援セミナー＆交流会
〜ママの
「働きたい！」
を応援します〜
（一時保育付）
子育てしながら働きたいとお考えの方へ、働くママた
ちの多様な働き方を紹介。定員各100席（一時保育20人）
※先着順。①「ママだって働きたい。一歩踏み出すため
の、夫やこどもとの向き合い方」②「働く子育て女性の、
仕事と家庭の両立と病児保育の利用」
③
「育児も仕事も。
理想をかなえるために、頼り合える社会づくり」 C①
11/19
（木）
、②11/26
（木）
、③12/3
（木）
セミナー10：00〜、交
流会12：00〜全3回
（1回でも可）
Eイオンモール鶴見緑地
D実施日の7日前までBAKまたは往復ハガキ・ファッ
クスで、参加者全員の氏名・代表者の電話番号、参加希
望日、一時保育希望の方はお子さんの氏名、年齢を書い
て、L 市民局ダイバーシティ推進室雇用・勤労施策課
へ。H6208-7351I6202-7073
成年後見制度・市民後見人活動啓発講演会
成年後見制度と市民後見人の活動を知っていただく
ための講演会。定員300人（先着順）
。C11/28
（土）
14：00〜
16：30E阿倍野区民センター D11/20
（消印有効）
BAハ
ガキ・ファックス、Jで「成年後見講演会参加希望」
と明
記し、氏名・電話番号、車いす席・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 大阪市社
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。H4392-8282I4392-8900
心身障がい者リハビリテーションセンター公開講座
障がい者のスポーツに関する現状や課題、
可能性につ
いて、
シドニーパラリンピック車椅子バスケットボール
全日本チーム総監督などを歴任された、髙橋 明氏の講
演。定員300人。C12/5
（土）
13：00〜15：00E西成区民セン
ターD11/25BA申込用紙
（Kよりダウンロード可能）
に
必要事項を記載し、送付またはファックスで〒547-0026
平野区喜連西6-2-55、心身障がい者リハビリテーション
センター管理課へ。H6797-6501 I6797-8222
呼吸器講演会
慢性閉塞性肺疾患（COPD）に関する講演会等。
C11/19
（木）
13：00〜15：20。定員250人（肺年齢測定は、当
日12：00〜受付、
先着80人※測定は講演会終了後）
E西区
民センターD11/16（消印有効）BA電話または区役所
で配布
（Kにも掲載）
の申込書に必要事項を記入し、
送付
またはファックス・J で〒545-0051 阿倍野区旭町
1-2-7-1000 あべのメディックス10階、大阪市保健所管理
課へ H6647-0648 I6647-0718
第198回 市民医学講座
関節リウマチの診断と治療の最新の知見について、
市
立大学医学部附属病院の乾健太郎准教授が講演しま
す。定員150人。C12/15（ 火）18:10〜20:00 Eあべのメ
ディックスD11/25BAKまたは往復ハガキに「第198
回」と明記し、住所・氏名・年齢・電話番号を書いて、
〒545-8586 阿倍野区旭町1-5-7、市立大学医学部庶務課
へ。H6645-2711 I6632-7114

情 報クリップ

①臨時福祉給付金
（再送分は黄色）

②子育て世帯臨時特例給付金

大阪くらしの今昔館イベント
①町家でお茶会②狂言③町家寄席
入館料600円ほかC①11/8（日）
13：00〜15：00参加費
300円②11/22（日）
14：00〜15：00③11/28（土）
14：00〜
15：00EA住まいのミュージアム（大阪くらしの今
昔館）
H6242-1170 I6354-8601
市立美術館の長期休館
改修工事のためC11/2〜来年2/19までA市立美術
館 H6771-4874 I6771-4856

