おおさか掲示板

子どもの教育・医療 無償化へ

こども広場
大阪湾クルーズ
人形劇やエプロンシアター（ポケットから人形など
大阪港に就航す
が出てくるエプロンを舞台にした人形劇）などを上演
る 大 型 フェリー
します。定員70人（当日先着順）。費用100円（3歳未満無
で、明石海峡大橋
料）。C6/18（土）15:00〜15:50EAこども文化センター
を眺めながら大阪
H6460-7800 I6460-9630
湾をめぐるクルー
ズ。定員700人（小
プラネタリウム ①「火星・土星・冥王星ツアー」
使用予定船舶
さんふらわあ
あいぼり
②「星空へのパスポート」
学生以下は保護者
①ロボット探査車から送信される火星の風景、土星
同伴）。C7/23（土）11:30〜15:00E集合:大阪南港コスモ
フェリーターミナルD6/20B往復ハガキで、参加人数 を周る探査機から土星の衛星の観測データ、探査機に
（5人まで）
・代表者（中学生以上）
の住所・氏名・年齢・電話 よる冥王星の素顔が明らかに。②地球を出発して、太陽
番号を書いて、
〒559-0034 住之江区南港北2-1-10 ATC 系の惑星、オリオン大星雲、天の川銀河、そして宇宙のは
ITM棟10階、港湾局振興課「大阪湾クルーズ」係へ。A大 てまで旅をします。費用各600円ほか。定員各回300人
（先着順）。C6/3（金）〜8/28（日）月曜休館（休日の場合
阪市総合コールセンター H4301-7285 I6644-4894
大阪シティウオーク2016 近代建築ウォッチウオーク
は翌平日）
EA市立科学館 H6444-5656 I6444-5657
初めて参加する方や子ど
第37回文学碑記念の集い
も、高齢者など誰もが楽しめ
大阪にゆかりのある文学者の生没の地や文学作品の
るウオーキングイベント。ス
主舞台になった場所に建立している大阪市文学碑の第
タート式にデューク更家氏が
1基目
（昭和55年【織田作之助｢木の都｣】）
が建立されたこ
ゲスト出演。参加費500円（事
とを記念して、文学碑にちなんだ講演会等を実施。定員
前申込）ほか。C6/12（日）8:30
150人（先着順）
。C7/2（土）
14:00〜16:00E太平寺BA電
受付開始E集合:大阪歴史博
話またはファックスで代表者氏名・電話番号・ファック
物館前B区役所などで配布
ス番号・参加人数を書いて、経済戦略局文化課へ。
デューク更家さんが
するチラシ裏面申込書に必要
H6469-5174 I6469-3897
やってくる！
事項を書いて、ファックス・ハ
なにわの盆踊りIN京セラドーム2016
ガキまたはホームページからも申込可。A大阪シティ
河内音頭など大阪の踊りが中心の盆踊り大会。定員
ウオーク事務局 H6205-0818 I4707-0331
3000人（先着順）。費用1000円。C6/27（月）17：00〜21：
図書館でぶんらく 浄瑠璃とイラスト紙芝居
00E京セラドーム大阪Aなにわの盆踊り実行委員会
イラストレーター中西らつ子さんが作ったイラスト H6326-1855 I6326-1855
紙芝居と文楽のコラボによる「本朝廿四孝」を上演。出
演者によるトークショーも実施。定員300人。C7/2（土）
13:30〜15:00E中央図書館D6/16BAKまたは往復ハ
エルちゃんの わん デー講座
ガキ（2人まで）に、住所・氏名（参加者全員）
・電話番号、 「梅雨でカビが生えた?!〜カビ対策とつきあい方〜」
梅雨のじめじめした季節に発生するカビの正体や作
一時保育、手話などが必要な場合はその旨を書いて、
つきあい方などをわかりやすく解説。対象は市
〒 5 5 0 - 0 0 1 4 西 区 北 堀 江 4 - 3 - 2 、中 央 図 書 館 へ 。 用、対策、
内在住・在勤・在学の方。定員100人。C6/23（木）
14:00〜
H6539-3326 I6539-3336
16:00D6/16E東成区民センターBAKまたは電話で
こども劇場 音楽「オオサカ・シオン・ウインド・
オーケストラ 夏休みファミリーコンサート」
大阪市消費者センターへ。H6614-7522 I6614-7525
呼吸器講演会
毎回好評の赤ちゃんとご一緒にお楽しみ頂ける吹奏
慢性閉塞性肺疾患（COPD）に関する講演。予防と患
楽コンサート。①乳幼児向け②幼児・児童向けのプログ
ラム。定員各378人（先着順）。費用大人1000円ほか。 者の健康回復などの知識を深めます。対象は市内在住・
。C7/12（火）
13：00〜
C7/17（日）①11：00〜12：00②14：00〜15：00EBAこど 在勤・在学の方。定員250人（先着順）
も文化センター窓口、インターネットでチケット販売 14：50E東成区民センターBA電話または区役所で配
中。車いす席希望の場合はお問い合わせください。 布（Kにも掲載）の申込書を大阪市保健所管理課へ。
H6647-0648 I6647-0718
H6460-7800 I6460-9630
ほんちょうにじゅうしこう

講 座・教 室

ふるさと寄附金で芸術・文化団体を応援しませんか！
「なにわの芸術応援募金」
寄附金を募集します
市民の想いを尊重した芸術・文化団体への活動支援のため、
寄附金を募集しています。
市内で活動する音楽・演劇・文楽・能楽・落語・浪曲など登録された19団体から一人ひとりが応援
したい団体を選んで寄附できます。
団体の詳細はKで紹介しています。
BA市民情報プラザ（市役所本庁舎1階）、大阪市サービスカウンター（梅田・難波・天王寺）で配布
する
「なにわの芸術応援募金」申込書（Kにも掲載）
に必要事項を書いて、経済戦略局文化課へ。
A経済戦略局文化課 H6469-5174 I6469-3897

「なにわの芸術応援募金」のほかにも、
「大阪城の魅力向上」や「動物園の充実」など
22のメニューを用意して寄附金を募集しています。寄附された場合、一定の限度ま
で、現在お住まいの自治体の住民税の減額など税制上の優遇を受けることができま
す。大阪市ふるさと寄附金全般に関するお問い合わせは、政策企画室政策企画担当
まで。
A政策企画室政策企画担当 H6208-9722 I6202-5620

編集/大阪市政策企画室

H06‑6208‑7251 I06‑6227‑9090

第204回 市民医学講座
「女性ホルモンを通して、女心を探る」
女性の気持ちを理解してみませんか？女性ホルモン
について学ぶと 女性の心 が少し理解できるかもしれ
ません。定員150人（先着順）。C7/20（水）
18:10〜20:00E
あべのメディックスD6/28BAKまたは往復ハガキ
に、
「204回」
と明記し、住所・氏名・年齢・電話番号、手話通
訳が必要な方はその旨を書いて、
〒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
ＡＴＣエイジレスセンター20周年シンポジウム
ATCエイジレスセンター
（健康・福祉・介護関連の常設
展示場）
で、
「『一億総活躍社会』
を見据えた地域包括ケア
システムを展望する」をテーマに講演やパネルディス
カッションなど。
自立支援のあり方などの最新情報や今
後の方向性を考えます。定員200人
（先着順）
。C6/17
（金）
13:00〜17:00D6/14EＡＴＣエイジレスセンターBA電
話・Kまたはファックス・Jで氏名・事業者名・メールア
ドレス・電話
（ファックス）
番号を書いて、
ＡＴＣエイジレ
スセンター事務局へ。H6615-5123 I6615-5240
福祉の今を知る！大阪市内の福祉活動の実践報告会
関西学院大学人間福祉学部の教授が「無縁社会への
挑戦〜CSWの仕事〜」をテーマに講演。社会福祉研究
努力賞等を授与された実践者が報告。これからの福祉
のあり方を考えます。定員80人（先着順）。C6/22（ 水）
1 3：3 0 〜 1 6：0 0 E 社 会 福 祉 研 修・情 報 セ ン タ ー
D6/17BAハガキ・電話・ファックスで講演会名・住所・
氏名・年齢・電話番号を書いて、〒557-0024 西成区出城
2-5-20、社会福祉研修・情報センターへ。 H4392-8201
I4392-8272

情 報クリップ
コレクション展 ①「肥前磁器の展開」②「異
郷の空」③「源平物語絵」④「中国四大美人!?
≪明妃出塞図≫を読み解く」⑤「仏教美術−聖徳
太子をめぐる美術」
C6/3（ 金）〜26（ 日）月曜休館EA市立美術館
H6771-4874 I6771-4856
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。

6/23〜29は
「男女共同参画週間」
です
意識をカイカク。男女でサンカク。
社会をヘンカク。
男女共同参画に関する啓発展示および、
ビデオ放
映等を行います。
C6/23
（木）
〜29
（水）
E市役所正面玄関ホール
A市民局男女共同参画課 H6208-9156 I6202-7073

女性積極採用企業による
会社・求人説明会を開催します！
すべての女性の就職活動をサポートしている
「し
ごと情報ひろばマザーズ」
が、
女性積極採用企業
（予
定3社）の説明会を開催します。お仕事をお探しの
方、ぜひお越しください。未就学児の一時保育を希
望される方はお問い合わせください。定員30人（先
着順）
。
C6/24
（金)14:00〜16:00 Eクレオ大阪西研修室
B A 電 話で「しごと情 報ひろば マザ ーズ 」へ 。
H6467-6067 I6467-6057

〒530‑8201 大阪市北区中之島1‑3‑20

