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重要文化財
「泉布観」
の一般公開
下水道科学館 開館20周年記念イベント
市内に現存す
サイエンスショーや大雨を全身で体感できる体験
る最古の洋風建
ブース、起震車による地震体験、マンホールのふたを
築である泉布観
使った鉄板焼き、
工作体験
（要申し込み）
など親子で楽し
（ もと造 幣 寮 応
く学べるイベント。C1/24（日）9：30〜16：30【工作体験】
接 所 ）を一 般 公
10：30〜、
14：00〜 各90分。定員：各30人。D1/15E下水道
開 。定 員：各 日
科学館BA往復ハガキに希望回次（午前・午後）
・参加人
4 0 0 人 。C 3 /12
数（2人まで）住所・氏名・電話番号を書いて、
〒559-0034
住之江区南港北2-1-10 ATC ITM棟6階、建設局調整課
（土）〜14（月）
10：
00〜17：00（入館は16：30まで）E泉布観D1/22（消印有 へ。H6615-7586 I6615-7690
効）B往復ハガキに住所・氏名・希望日・参加人数（2人ま 国際イノベーション会議「Hack Osaka 2016」
世界中から人材・情報・資金を誘引して世界に通用す
で）
を書いて、
〒553-0005 福島区野田1-1-86 業務管理棟8
階、経済戦略局文化課「泉布観一般公開」係へ。A大阪市 る革新的な製品・サービス等の創出をめざす取り組みの
成果を発信する国際会議。
国内外の起業家によるビジネ
総合コールセンター H4301-7285 I6644-4894
スプランコンテストや、新進気鋭のベンチャー企業によ
こどもや初心者のための能狂言
日本の伝統芸能、
能・狂言の鑑賞会を、
こどもや初心者 る製品・サービスの展示など。定員：500人（先着順）。
にもわかりやすい解説を交えて開催。定員：両日500人 C2/17
（水）
13：00〜19：00D2/12 17：00Eグランフロント
（先着順）、一般券1500円（前売）
ほか。C①こどもと楽し 大阪BAホームページまたはファックスで住所・氏名・
む能狂言：2/14（日）②初心者のための能狂言：2/28（日） 電話番号を書いて、経済戦略局イノベーション担当へ。
いずれも10：00〜12：00E①大阪能楽会館②大槻能楽堂 H6615-3017 I6615-7433
Enjoy!オーケストラ
〈Part2〉〜オーケストラの楽器〜
BチケットぴあH0570-02-9999
（Pコード：448-374）
へ。各
市民の皆さんに気軽にオーケストラ演奏に触れ、
クラ
会場①H6373-1726 ②H6761-8055でも受け付けていま
シック音楽を身近に感じてもらうコンサート。
費用1500円
す。A経済戦略局文化課 H6469-5175 I6469-3897
（一般）
ほか。C3/3
特集展
「中国青磁の美」
（木）
19：00開演Eザ・シンフォニーホー
高麗青磁にも大きく影響を与え、また、
日本には貿易 ルB大阪フィル・チケットセンターH6656-4890ほか。A
により数多くもたらされ「唐物」として大切にされてき 経済戦略局文化課H6469-5173 I6469-3897
た中国青磁の美の世界を紹介。費用500円ほか。C1/31 平成27年度大阪市環境表彰等表彰式＆新春コンサート
（日）
まで9：30〜17：00（入館は16：30まで）
※1/1〜1/4・月
大阪市環境表彰等の表彰式と、あべの吹奏楽団によ
曜休館（休日の場合は翌平日）。EA 東洋陶磁美術館 る新春コンサートを開催。定員：300人（当日先着順）。
H6223-0055 I6223-0057 ※なお、
東洋陶磁美術館は、
改 C1/23（土）14：00〜16：00E阿倍野区民センターA（一
修工事のため2/1〜3/31の間休館します。
社）
あだーじょ H6915-5820 I6915-5824
大阪くらしの今昔館
企画展
「昭和レトロ家電−マスダコレクション展−」
毎年恒例の昭和レトロ家電展
講演会「働くママのリアルな気持ち〜わたしの子育て
わたしの生き方〜」
をお正月から開催します。居間や
台所など生活シーン別に分かり
ＮＨＫ Ｅテレ「す
やすく展示するほか、
昭和30年代
くすく子育て」の司
の商品や映画にまつわるポス
会を務めるくわばた
ター約40点も公開。費用300円
（企
りえさん、働くママ
画展のみ）
ほか。C1/3
のワークスタイルを
（日）
〜2/14
考えるショートムー
（日）10：00〜17：00 ※火曜・第3月
ビー「大丈夫」が話題 くわばたりえさん 中根弓佳さん
曜・2/12（金）休館。入館は16：30ま
の中根弓佳さんのお二人に、子
で。EA住まいのミュージアム（大阪くらしの今昔館） となったサイボウズ（株）
育て中の方にとって暮らしやすい・働きやすい環境につ
H6242-1170 I6354-8601

講 座・教 室

第 3 5 回 大 阪 国 際 女 子 マ ラ ソ ン・
2016大阪ハーフマラソン

1/31
（日）
12:10スタート
大阪国際女子マラソンはヤンマースタ
ジアム長居を、
大阪ハーフマラソンは大
阪城公園・東側（玉造筋）をそれぞれス
タートし、ヤンマースタジアム長居の
フィニッシュをめざします。皆さんの熱
い声援をお願いします。
●交通規制にご協力をお願いします
当日は長時間の交通規制が行われま
す。
ご迷惑をおかけしますが、
ご理解・ご
協力をお願いします。

A大阪国際女子マラソン組織委員会事務局
H6633-9632 I6633-2293

〒530‑8201 大阪市北区中之島1‑3‑20

いてお話しいただきます。定員：250人（先着順）。C1/16
（土）14：00〜15：30 E 住まい情報センター BA 電話・
ファックスで居住区・氏名・電話番号を
（手話通訳を希望
される方は1/ 6まで ）大阪 市 男女いきいき財団へ。
H7656-9040 I7656-9045
史料でたどる
「おおさか」
講演会
「中世の終焉と
『大坂』
の誕生」
しゅうえん
室町時代から戦国時代にかけて、
中世終焉の舞台とし
ての大阪市域に焦点をあて、
「大坂」
誕生に至る歴史につ
いて考える講演。定員：300人（当日先着順）。C1/16（土）
14：00〜16：00E中央図書館A中央図書館利用サービス
担当 H6539-3302 I6539-3335
第53回弘済院附属病院市民公開講座
「日常生活のストレスや関連する病気」をテーマにし
た講演。定員：90人（先着順）。C2/2（火）
14：00〜15：00E
弘済院寿楽館D1/29BA電話・来院またはファックス・
Jで、
「第53回公開講座参加希望」
と明記し、代表者の住
所・氏名・電話番号・受講希望者人数を、
弘済院管理課へ。
H6871-8013 I4863-5351
市民後見人・成年後見制度啓発シンポジウム
市民後見人の活動を知っていただくための活動事例
報告や講演、パネルディスカッションなど。定員：380人
（先着順）
。C2/11
（木・祝）
13：30〜16：30Eヴィアーレ大阪
D2/8
（当日消印有効）
BAハガキ、
ファックス、
Jで、
「シ
ンポジウム参加希望」
と明記し、氏名・電話番号、車いす
席や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。H 4392-8282
I4392-8900
第200回記念講演 市民医学講座
200回を記念し、市立大学大学院医学研究科の荒川医
学研究科長による講演
「消化器症状〜しろうと判断の勧
め〜」、市立大学医学部附属病院の石河病院長による講
演「尿失禁、頻尿、骨盤臓器脱―女性骨盤底医学があな
たの悩みを解決します―」を開催。定員：250人。C2/16
（火）
17：00〜19：00E市立大学医学部学舎D1/26BAK
または往復ハガキで、
「第200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
大阪くらしの今昔館イベント
①
「筑前琵琶」
②
「座敷舞」
③
「町家寄席」
入館料600円ほかC①1/17
（日）
②1/23
（土）
③1/31
（日）
時間はいずれも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
第 35 回大阪市立高等学校芸術祭①展示の部②
音楽の部③演劇の部
C①1/13（水）
〜17（日）9：30〜17：00②1/23（土）
13：00
〜18：00③1/30（土）
12：00〜16：30・31
（日）
10：00〜15：
00E①市立美術館②クレオ大阪中央③こども文化
センターA教育委員会高等学校教育担当
H6208-9189 I6202-7055

第35回「障がいのある子どもに学ぶ」図工展
C1/22（金）
〜26（火）
10：00〜19：00（24（日）
は18：00ま
で）
E長居障がい者スポーツセンターA教育委員会
イン ク ル ー シ ブ 教 育 推 進 担 当 H 6 2 0 8 - 9 19 3
I6202-7055

第53回大阪市立中学校特別支援学級・特別支援
学校生徒作品展
「ぼくたち・わたしたちのさくひんてん」
C1/21
（木）
〜25（月）
10：00〜17：00（23（土）
・24（日）
は
16：00まで）E舞洲障がい者スポーツセンターA教
育委員会インクルーシブ教育推進担当
H6208-9193 I6202-7055

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 7 0120 ‑ 01 ‑ 7285（まずは一報

なにわっ子）」にお電話ください。

