おおさか掲示板

子どもの教育・医療 無償化へ

場合は学校名）
・代表者の氏名・住所・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、
建設局調整課へ。H6615-7586 I6615-7690
2016年NHK大河ドラマ特別展「真田丸」
戦国武将として絶大な人気を
ごみ減量フェスティバル
「ガレージセール・イン・OSAKA ＴＯＷＮ」
誇る真田信繁（幸村）の自筆書状
10月のごみ減量強化月間のイベントとして約480店に
や武器・武具、
「真田丸」図などの
よる関西最大級のガレージセールを開催。C10/1（土）
歴史資料を紹介します。費用1300
10:30〜14:30※雨天中止E大阪城公園太陽の広場A環
円ほか。C9/17（ 土）〜11/6（日）
境局家庭ごみ減量課 H6630-3259 I6630-3581
9:30〜17:00（ 入館は16:30まで）
ECO縁日2016〜いろんなECOを体験しよう〜
※期間中の金曜日は20:00まで
環境について学べる体験型ブースや、ミュージック
（入館は19:30まで）火曜休館EA
ライブなどを開催。C9/18（日）
11:00〜16:00※小雨決行、
大阪歴史博物館 H6946-5728
荒天の場合翌日。E花博記念公園鶴見緑地噴水広場周
I6946-2662
辺AなにわECOスクエア H6915-5820 I6915-5824
大阪商店街にぎわいキャンペーン
各商店街で地域と連携したマルシェの開催やハロ こどものまちづくり・職業観育成体験学習事業
ウィンイベント、キッズダンスの実施など工夫をこらし 「リトルOSAKAみらいシティ」
①仮想のまち「リトルOSAKAみらいシティ」をどん
た
「にぎわいイベント」
を開催。詳しくはKをご覧くださ
い。C12/31
（土）
までE市内各商店街A経済戦略局産業 なまちにするか「作戦会議」のメンバーとなって考えま
振興課 H6615-3781 I6614-0190
す。②「リトルOSAKAみらいシティ」の住民となって仕
水都大阪フェス2016
事をしたり、買い物をしたりすることで社会の仕組み
中之島公園を中心に水辺のまちを楽しめるプログラ を学びます。対象は市内在住の①小学3〜6年生②小学1
ムを多数展開。体を動かしたり、食事を楽しみながら、大 〜6年生。定員①50人②各500人。C①作戦会議【事前】
阪の水辺を満喫できます。詳しくはKをご覧ください。 10/8（ 土）
・22（ 土）
【
、事後】11/12（ 土）
・12/3（ 土）13:00〜
C 9 / 1 1（ 日 ）〜 1 0 / 1 6（ 日 ）A 経 済 戦 略 局 観 光 課 16:30②11/5
（土）
・（
6 日）
10:30〜16:00E①難波市民学習セ
H6210-9315 I6210-9316
ンター②マイドームおおさかD①9/23②10/5Bホーム
大阪シティウオーク2016「水都大阪・リバーウオーク」 ページから。A教育委員会生涯学習担当 H6539-3345
初めて参加する方や子ども、高齢者など誰もが楽し I6532-8520
めるウオーキングイベント。中之島周辺など水の都大
めざせ！こども救命士！チャレンジラリー2016
阪を感じるコース。参加費500円（事前申込）ほか。
子どもが119番通報
C9/19（ 月・祝）8:30受付開始E中之島公園芝生広場 や応急手当を楽しみ
D9/12BAファックス・ハガキで区役所などで配布する ながら学べるチャレン
チラシ裏面記載の必要事項を書いて、
大阪シティウオー ジラリーや救急に関
ク事務局へ。ホームページからも申込可。H6205-0818 するイベントを開催。
チャレンジしていただ
I4707-0331
いた方には、顔写真付
水探検隊「水の流れツアー」
浄水場や下水処理場などの見学と水陸両用バスによ きの「子ども救命士認
る大川周遊を通して
「水」
について学びます。対象は市内 定証」をプレゼント。
在住・在学の小学生以上の方（小学生の場合は保護者同 C9/10（土）10:00〜16:00E阿倍野防災センターA消防
伴）。定員70人。C10/15（土）8:45〜16:00E柴島浄水場ほ 局救急課 H4393-6633 I4393-4750
防災展
かD9/23BA往復ハガキに、
「水の流れツアー参加希
大雨や台風への備えをパネルや映像で紹介し、防災
望」
と明記し、参加者全員（4人まで）
の氏名・年齢（在学の

催

し

鹿角・六連銭紋旗指物 江戸時代
個人蔵

市職員採用試験を実施します

A大阪市人事委員会 H6208-8545 I6231-4622

C第1次試験日…10/9（日）、申込期間…9/1 9:00〜9/12 12:00B原則としてKから。
試験区分

採用予定者数

受験資格

事務行政(26‑34)

30人程度

昭和57年4月2日から平成3年4月1日までに生まれた方（職歴および学歴は
問いません）

社会人
社会福祉
経験者

30人程度

次の①〜③をすべて満たす方（学歴は問いません）
①昭和32年4月2日以降に生まれた方
②社会福祉施設または福祉事務所等に在職し相談援助の業務に従事した
期間が、平成23年9月1日から平成28年8月31日までの間に継続して2年以
上（平成28年8月31日現在）ある方
③社会福祉主事任用資格を有する方または採用予定日までに取得する見
込みの方

司書

数人程度

次の①および②を満たす方（職歴および学歴は問いません）
①昭和51年4月2日から平成9年4月1日までに生まれた方
②司書資格を有する方または採用予定日までに取得する見込みの方

保育士Ａ
[大学卒程度]

5人程度

保育士Ｂ
[短大卒程度]
※大学卒（見込み）の
方は受験できません

20人程度

昭和57年4月2日から平成7年4月1日までに生まれ 保育士資格を有する
た方
方または採用予定日
までに取得する見込
昭和57年4月2日から平成9年4月1日までに生まれ みの方もしくは大阪
た方。ただし、学校教育法による大学（短期大学を 府における国家戦略
除く）を卒業（見込み）の方およびこれに相当する 特別区域限定保育士
と人事委員会が認める方を除く。
試験に合格された方

◎合格者は平成29年4/1採用予定です。 ◎日本国籍を有しない方も受験できます。
◎申し込み方法や試験内容などの詳細は、Kでご確認ください。
編集/大阪市政策企画室

H06‑6208‑7251 I06‑6227‑9090

グッズの展示や親子で参加できる防災クイズもありま
す。C9/3（土）〜11（日）9:30〜16:00EA下水道科学館
H6466-3170 I6466-3165
大阪動物愛護フェスティバル2016in大阪市中央公会堂
特別講演「ズーノーシスってなに？」として獣医師が
人と動物に共通してかかる病気について解説。長寿動物
の表彰式なども行います。定員500人（先着順）。C9/24
（土）13:30〜16:00E中央公会堂A健康局生活衛生課
H6208-9996 I6232-0364

講 座・教 室
〜ネットで学べる外国語学習〜
大阪大学との連携による次世代型市民講座
教室ではなくインターネット接続とパソコンのある
環境であれば、いつでもどこでも英語・ドイツ語・日本
語・中国語が学べる新しい形の講座です。対象は市内在
住の方。CE10/29（土）〜11/12（土）、
10/29（土）
にオリエ
ンテーション①総合生涯学習センター14:00〜②大阪大
学 豊中キャンパス サイバーメディアセンター10:00〜
D9/30(17:00)Bホームページから。A教育委員会生涯
学習担当 H6539-3345 I6532-8520
第55回弘済院附属病院 市民公開講座
「中高年のおしっこのお話」
をテーマに講演会を開催。
定員90人（先着順）。C9/30（金）
14:00〜15:00E弘済院寿
楽館D9/23BA電話またはファックス・J・持参で「公
開講座参加希望」と明記し、参加人数・代表者の住所・氏
名・電話番号を書いて、弘済院管理課へ。H6871-8013
I4863-5351
第206回市民医学講座 肥満と糖尿病
日本の糖尿病患者は予備群を合わせると2000万人以
上で、肥満が原因だといわれています。肥満になるとど
のような影響を及ぼすか一緒に考えましょう。対象は18
歳以上の方。定員150人（先着順）。C10/12（水）18:10〜
20:00EあべのメディックスD9/26BAKまたは往復
ハガキに「206回」と明記し、住所・氏名・年齢・電話番号、
手話通訳の必要な方はその旨を書いて、〒545-0051 阿
倍野区旭町1-2-7 あべのメディックス6階、市民医学講座
お問い合わせ窓口へ。H6645-3405 I6645-2765

①大阪市長杯2016
世界スーパージュニアテニス選手権大会
②第42回社会人野球日本選手権大会 観戦チケット
①世界ジュニアテニス9大大会のひとつである本大
会のチケット
（チケットプレゼント対象日:10/22（土）
、23
（日）のいずれか1日）を500組1000人の方に、②社会人野
球の日本一を決定する最高峰の大会のチケット（期間
中1回入場可）を500組1000人の方にプレゼント。対象は
市内在住・在勤・在学の方。C①10/17（ 月）〜23（日）②
10/29（土）〜11/8（火）
（予定）
E①靱テニスセンター②京
セラドーム大阪D①9/30②10/11BAKまたは往復ハ
ガキで、住所・氏名・電話番号・市内在勤の方は勤務先
名、市内在学の方は学校名を書いて、
〒553-0005 福島区
野田1-1-86 業務管理棟9階、経済戦略局スポーツ課①
「SJTチケットプレゼント」②「社会人野球チケットプレ
ゼント」係へ。H6469-3883 I6469-3898
うつぼ

情 報クリップ
キッズプラザ大阪 臨時開館
C9/26（月）
・10/3（月）
Aキッズプラザ大阪 H6311-6601 I6311-6605
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。

〒530‑8201 大阪市北区中之島1‑3‑20

