おおさか掲示板

子どもの教育・医療 無償化へ

C2/27（月）18:30〜
E 中 央 公 会 堂
D2/14BA往復ハ
ガキに住所・氏名・
電話番号・参加人数
（ 2 人 ま で ）を 書 い
て、
〒530-0015 北区
片岡リサさん
中崎西1-4-22‑312、
咲くやこの花賞受賞者等支援事業実行委員会へ。
H6372-6707 I6372-3691
①こどもとたのしむ能狂言②初心者のための能狂言
日本の伝統芸能、能・狂言を、こどもや初心者にもわ
かりやすく解説を交えて公演します。定員各500人（先
着順）。費用1500円（前売）ほか。C①2/5（日）②2/26（日）
いずれも10:00〜12:00E①大槻能楽堂②大阪能楽会館
Bチケットぴあ H0570‑02‑9999（Pコード：455‑602）A
経済戦略局文化課 H6469-5175 I6469-3897
Enjoy!オーケストラ〜オペラの名曲でみるクラシック
の愉しみ〜
市民の皆さんに気軽にオーケストラ演奏に触れ、ク
特別展「台北 國立故宮博物院−北宋汝窯青磁水仙盆」 ラシック音楽を身近に感じてもらうコンサート。お求め
やすい料金で鑑賞できます。費用1500円ほか。C2/9
汝窯の最高傑作「青磁
無紋水仙盆」をはじめと
（木）
19:00開演Eザ・シンフォニーホールB大阪フィル・
した北宋汝窯青磁水仙
チケットセンター H6656-4890ほか。A経済戦略局文化
盆4点などを紹介。費用
課 H6469-5175 I6469-3897
1200円ほか。C3/26（日）
大阪港クルーズセミナー
まで9:30〜17:00（ 入館
客船「アムステルダム」の大阪港への寄港にあわせて
青磁無紋水仙盆/汝窯/北宋・11世
は16:30まで）月曜休館 紀末〜12世紀初/台北 國立故宮博
開催。定員250人。C2/12（ 日）14:30〜17:00E海遊館
物院/写真
：
六田知弘
ホールD1/25B往復ハガキに、代表者の住所・氏名・年
（祝日の場合は翌平日）
※1/4（水）まで休館EA東洋陶磁美術館 H6223-0055 齢・電話番号・同行者（1人まで）の氏名・年齢を書いて、
I6223-0057
〒559-0034 住之江区南港北2-1-10 ATCビルITM棟10
階、港湾局振興課「クルーズセミナー」係へ。A大阪市総
大阪版画百景
−大阪新美術館×大阪府20世紀美術コレクション−
合コールセンター H4301-7285 I6373-3302
大阪を描いた風景や大阪出身の作家を中心に、20世
国際イノベーション会議「Hack Osaka 2017」
紀以降の版画作品140点と関連資料を展示。C1/18（水）
革新的な製品・サービス等の創出をめざす取り組みの
〜2/11
（土・祝）11:00〜19:00月曜休館E府立江之子島文 成果を世界に向けて発信する国際会議。国内外の起業
化芸術創造センターA経済戦略局文化課 H6469-5189 家によるビジネスプランを競うコンテストや、ベン
I6469-3897
チャー企業による製品・サービスの展示など。定員600人
（先着順）
。C2/9
（木）
13:00〜19:00D2/2 17:00Eグランフ
大阪くらしの今昔館 企画展
「道具の今昔物語−明治・大正・昭和の道具たち−」
ロント大阪Bホームページから。A経済戦略局イノ
明治期から昭和40年代にかけて使われた生活道具を ベーション担当 H6615-3017 I6615-7433
中心に展示し、くらしの変遷を紹介。実際の道具に触れ
関西マスターズスポーツフェスティバル
市長杯第69回大阪市民駅伝競走大会
ることができる体験コーナーもあり、平成生まれの子ど
市民のスポーツ振興と体力の保持増進を目的に駅伝
もたちが知らない少し昔のくらしを身近に感じてもら
えます。費用300円（企画展のみ）ほか。C1/3（火）〜2/17 競走大会を開催。費用1チーム3500円ほか。申し込み方
（金）
10:00〜17:00（入館は16:30まで）火曜休館※1/16（月） 法など詳しくはKをご覧ください。C2/12（日）10:00〜
12:00〜（女子・中学生）Eヤンマ−スタジア
は休館、1/31（ 火）は開館EA大阪くらしの今昔館 （一般・高校）
ム長 居D1/11〜17 A大 阪 市 長 杯 大 会 実 行 委 員 会
H6242-1170 I6354-8601
H6697-8899 I6697-8766
重要文化財「泉布観」の一般公開
市内に現存す
る最古の洋風建
市民後見人・成年後見制度啓発シンポジウム
築である泉布観
市民後見人の活動を知っていただくための活動事例
（もと造幣寮応接
報告や講演、パネルディスカッションなど。定員380人
所）を一般公開。
（先着順）。C2/11（土・祝）13:30〜16:00Eクレオ大阪東
定員各日400人。
C3/11（ 土）〜13
D2/6（消印有効）BAハガキ・ファックス・Jで、
「シン
（月）10:00〜17:00
ポジウム参加希望」と明記し、氏名・電話番号、車いす席
（入館は16:30まで）
E泉布観D1/16（消印有効）
B往復ハ や手話通訳を希望の方はその旨を書いて、〒557-0024
ガキに住所・氏名・希望日・参加人数（2人まで）
を書いて、 西成区出城2-5-20 大阪市社会福祉研修・情報センター3
〒553-0005 福島区野田1-1-86 業務管理棟8階、経済戦略 階、大阪市成年後見支援センターへ。H4392-8282
局文化課「泉布観一般公開」係へ。A大阪市総合コール I4392-8900
センター H4301-7285 I6373-3302
史料でたどる
「おおさか」講演会
「大阪の新聞作家
渡辺霞亭」
咲くやこの花賞贈呈式
将来の大阪文化を担う若手芸術家に対し、
一層の飛躍
明治・大正期の「大阪朝日新聞」を拠点に、1000編を超
の期待を込めて贈る賞。今年の贈呈式は、平成23年度受 える小説を執筆した渡辺霞亭の生涯と作品について紹
賞者の片岡リサさんによる の演奏も実施。定員700人。 介。同時期に「大阪毎日新聞」で活躍した作家・菊池幽芳
大阪市社会福祉審議会地域福祉専門分科会の市民委員
安心して生活を送ることができる社会づくりに向け
た計画の策定などを審議する市民委員を募集。対象は
市内在住で市の付属機関などの委員や市職員でない
方。定員2人。任期は平成30年11月末まで。D1/25BA送
付またはファックス・Jで住所・氏名・年齢・電話番号・性
別、
「地域福祉を推進するために」をテーマにした作文
（800字程度）を書いて、L福祉局地域福祉課「大阪市社
会福祉審議会地域福祉専門分科会」委員募集係へ。
H6208-7973 I6202-0990
自衛官候補生
対象は18歳以上27歳未満の男子。B自衛隊窓口など
で配布（ホームページにも掲載）
している募集要項に記
載の必要書類を持参または送付で、〒540-0008 中央区
大手前4-1-67 大阪合同庁舎2号館3階、自衛隊大阪地方
協 力 本 部 へ 。D 1/ 19 A 市 民 局 業 務 改 革 グ ル ー プ
H6208-9861 I6202-7073､または自衛隊大阪地方協力
本部中央地区隊 H6942-0743 I6942-0743
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情 報クリップ
大阪歴史博物館のイベント ①特別企画展
「コレ
クションの愉しみ−印判手の皿とアジアの凧−」
②特集展示
「名刀の面影−刀絵図と日本刀の美−」
入館料600円ほか。C①2/13（月）まで②1/5（木）〜
2/27（月）いずれも9:30〜17:00（入館は16:30まで）火
曜休館※1/4（ 水）まで休館EA大阪歴史博物館
H6946-5728 I6946-2662
大阪くらしの今昔館イベント ①「筑前琵琶」
②
「町家寄席」
③
「座敷舞」
入館料600円ほか。C①1/8（日）②1/14（土）③1/28
（土）
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36回大阪市立高等学校芸術祭 ①展示の部
②演劇の部
C①1/11（水）〜15（日）9:30〜17:00（入館は16:30ま
で）②1/28（土）12:30〜16:30・29（日）10:00〜15:00
E①市立美術館②クレオ大阪西A教育委員会高等
学校教育担当 H6208-9189 I6202-7055
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や当時の大阪の新聞作家について考えます。定員300人
（当日先着順）。C2/4（土）14:00〜16:00EA中央図書館
H6539-3302 I6539-3335
①
「可能性の広げ方〜人とのつながりが未来を創る〜」
②「子育て中もわたしらしく」
男女共同参画社会の実現に向
けて講演会を開催。①玄米カフェ
「実身美sangmi（サンミ）」の創業
者の大塚三紀子さんによる講演。
定員150人（先着順）。C1/15（日）
14:30〜16:00Eクレオ大阪中央 ②
タレントのなるみさんによる子育
大塚三紀子さん
てトークと絵本作家のさいとうし
のぶさんによるおとなのための絵
本についての講演。定員250人（先
着順）。※小学3年生以下の入場は
できません。一時保育をご利用く
ださい。C1/22（日）
14:00〜15:30E
住まい情報センターBA①②い
ずれも電話かファックスで住所・
なるみさん
氏名・年齢・電話番号、一時保育（申
し込みは1/5まで）
・手話通訳を希望の方はその旨を、大
阪市男女いきいき財団へ。H7656-9040 I7656-9045
第210回 市民医学講座
「なおりやすい がん と治り難い 癌 」
同じがんでも、
亡くなる方もいれば治療で治る方もい
ます。どんな違いがあるのかをお話しします。対象は18
歳以上の方。定員150人（先着順）。C2/16（ 木）18:10〜
19:30EあべのメディックスD1/30BAKまたは往復ハ
ガキに、
「210回」
と明記し、住所・氏名・年齢・電話番号、手
話通訳を希望の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
第56回弘済院附属病院 市民公開講座
「手術で治る認知症があります」をテーマに講演会を
開催。定員90人
（先着順）
。C1/19
（木）
14:00〜15:00E弘済
院寿楽館D1/17BA電話またはハガキ・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、
〒565-0874 吹田市古江
台6-2-1、
弘済院管理課へ。H6871-8013 I4863-5351

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。
※HI特に記載のないものは市外局番
「06」
です。

