編集/大阪市政策企画室

506-6208-7251

6 06-6227-9090

〒530-8201 大阪市北区中之島1-3-20

※56 特に記載のないものは市外局番
「06」
です。

2025万博 大阪・関西へ
大阪市社会福祉審議会
高齢者福祉専門分科会の市民委員

特別展「ルーヴル美術館展 肖像芸術
人は人をどう表現してきたか」

高齢者が住み慣れた地域で、いきいきと豊か

大阪発着クルーズ記念
「ダイヤモンド・プリンセス」船内見学会

56615-7586

6 6615-7690

3000年以上も

に暮らせる社会づくりに向けた計画の策定な

前 の 古 代 エジ

どを審議する市民委員。対象は市内在住（1

プトの棺用マス

年以上）
で市職員等でない①65歳以上②40

クや、フランス

〜64歳の方。定員各2人。任期は平成33年

皇 帝 ナ ポレ オ

11月末まで。

ン、王妃マリー

①大阪市長杯2018世界スーパー
ジュニアテニス選手権大会
②第44回社会人野球日本選手権
大会 観戦チケット

＝アントワネッ

29/30
（消印有効）

ATCビル ⅠTM棟6階、建設局調整課へ。

34送付またはファックス・7で、住所・氏名・

トらの権力者を

電話番号・生年月日・性別、
｢高齢者施策につい

表した 絵 画 や

11月から来年3月にかけて大阪発着クルー

① 世 界ジュニアテ

て｣をテーマにした作文(800字程度)を書い

彫刻等、約110
点 の 傑 作 で 肖 アントワーヌ＝ジャン・グロ《アルコ

ズを実施するクルーズ客船
「ダイヤモンド・プ

ニス9 大 大 会 の 一

リンセス」
の見学会。定員40人。

つである本大会の

像 芸 術 の 世 界 17日）》1796年
Photo © RMN-Grand Palais
を紹介。

010/10
（水）
13：00〜15：00
（予定）

有料試合のチケット

09/22（土）〜 Lewandowski/distributed by

29/14

て、:福祉局高齢福祉課｢高齢者福祉専門分
科会｣委員募集係へ。
56208-8026

6 6202-6964

レ橋のボナパルト（1796年11月
(musée du Louvre)/Hervé

市営住宅の入居者
（11回落選実績保有者向け）

来年1/14（月・

対象は定期募集および11月
「親子近居募集」
（平成28年以降実施分）
の落選回数が11回以
上の方
（公営住宅・改良住宅のものに限る）
。
申し込みには収入などの条件があります。
39/13
（木）
・14
（金）
・19
（水）
・21
（金）
・26
（水）
の10：00〜15：00
（12：00〜13：00を除く）
に大

阪市住まい公社で受け付け。9/13〜26に住情
報プラザ、住宅管理センター（梅田・阿倍野・平
野）
などで配布するしおりをご覧ください。
6 6882-7021

1 日 ）を 1 , 2 0 0 組

で）
の住所・氏名
（ローマ字併記）
・電話番号・生

2,400人にプレゼ

12/28（金）
〜1/2（水）
は休館（月曜祝日の場合

年月日
（西暦）
・国籍・当日持参する身分証明書

ント。対象は市内在 2017年少年シングルス優勝者
住・在勤・在学の方。 清水 悠太選手

（パスポート・運転免許証・運転経歴証明書のい

は翌平日※12/25
（火）
は開館）

ずれか）の番号・見学会を知ったきっかけを書

1市立美術館

いて、
〒559-0034 住之江区南港北2-1-10

=大人1,600円ほか

ATCビル ⅠTM棟10階、港湾局振興課
「ダイヤ

4大阪市総合コールセンター
54301-7285

モンド・プリンセス船内見学会」
係へ。

6 6373-3302

中央公会堂
開館100周年記念イベント
館100周年

中央卸売市場フェスティバル
「市フェス〜『西郷どん』とコラボ！〜」

を 迎 えるに

市場で取り扱う野菜・果物等の即売会や模擬

開催。

せ

せりの実演、桂福丸さんによる
「茄子の子」
の
09/9
（日）
10：00〜16：00

©大阪市中央公会堂

市民グループや北区内中学生の出展による
絵画展。
09/27
（木）
〜10/2
（火）
10：00〜17：00

※9/28（金）、29（土）
は20：00まで、10/2
（火）
は16：00まで

族で水 辺に
親し む プ ロ

NHK大阪放送局と連携した、臨場感あふれる

数 展 開 。水

フィギュアスケートの大画面8Ｋ映像と、髙橋

辺の芝生で

楽 しく 過 ご 昨年のクラフトビアピクニックの様子

大輔さんによるトークを楽しむイベント。

す
「クラフトビアピクニック」
や体験型アクティ
ビティといった親子で楽しめる外遊びなど。
詳しくは8をご覧ください。

010/10
（水）
18：00〜20：00
1中央公会堂
3ホームページで。

4経済戦略局観光課

4経済戦略局文化課

56210-9311

56469-5177

6 6615-6300

6 6469-3897

9月は高齢者福祉月間です
生きがいづくり支援事業などのご案内
対象

敬老優待
乗車証

70歳以上

Osaka Metroと大阪シティバスが1回につき50円で
利用できます。

70歳以上

市内の対象の公衆浴場を、毎月1日・15日に割引料金
で入浴できます。

65歳以上

大阪城天守閣、市立美術館などの市立文化施設に無料
で入場できます。
（年齢・住所を確認できるもの持参）

スポーツ施設
65歳以上
の高齢者割引

市営プールを子ども料金で、
トレーニングルームを大人料
金の半額で利用できます。
（年齢を確認できるもの持参）

入浴利用料
割引
文化施設等
敬老優待

介護予防
ポイント

65歳以上
（登録要）

内

容

水探検隊
「水の流れツアー」

びます。対象は市内在住・在学の小学生とそ
の保護者。定員80人。

6 6202-6964

組1,000人にプレゼント。対象は市内在住・在
勤・在学の方。
011/1
（木）
〜13
（火）
の間で開催
1京セラドーム大阪
210/10

3①②8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

球チケットプレゼント」
係へ。
4経済戦略局スポーツ課
56469-3883

1柴島浄水場、平野下水処理場ほか
29/21
（消印有効）

と明記し、参加者全員
（4人まで）
の氏名・年齢・
学校名・代表者の住所・氏名・電話番号を必ず書
いて、
〒559-0034

6 6469-3898

違法民泊かな？
と思ったら

通報窓口

56647-0835（平日9：00〜17：30）

010/20
（土）
9：30〜16：00

住之江区南港北2-1-10

7ryokan2016@city.osaka.lg.jp

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」
（まずは一報 なにわっ子）

9 0120‐01‐7285

にお電話ください。

大阪市では高齢者自身の社会参加意欲を高め、住み慣れた地域で安心して暮らし続けられる
よう、積極的に高齢者施策に取り組んでいます。

問い合わせ先

認知症の方への支援
●
「認知症アプリ」
では、認知症チェックができる
ほか、相談機関の一覧やさまざまなイベント情
報等を掲載しています。

4福祉局いきがい課
56208-8054 6 6202-6964

詳しくは、
こちら▶

●各区の
「認知症初期集中支援チーム」
が必要な医療や介護
サービスの利用に向けた相談・サポートを行います。
対象：認知症が心配な方や、その家族

4経済戦略局スポーツ課
56469-3870 6 6469-3898

4総合生涯学習センター
56345-5000 6 6345-5019

●いつまでも元気に過ごせるよう
「百歳体操」
を始めませんか。地域の会館や老人福祉センター等で行っています。
56208-9957

②社会人野球日本一を決定する最高峰の大

バスによる大川周遊を通して
「水」
について学

介護保険施設や保育所での活動でポイントが貯まり、 4大阪市社会福祉協議会
56765-5610 6 6765-3512
貯めたポイントは換金できます。

さまざまな講座や生涯学習に関する情報提供を行っ
総合生涯学習
どなたでも
ています。
センター
4福祉局高齢福祉課

6 6469-7939

〜健康長寿のために、外出しませんか〜

名称

29/30

部①
「S JTチケットプレゼント」
係②
「社会人野

34往復ハガキに
「水の流れツアー参加希望」

29/19

011/30
（金）
まで

56469-7935

うつぼ

1ⅠTC靱テニスセンター

1-1-86 業務管理棟9階、
経済戦略局スポーツ

1ＮＨＫ大阪放送会館アトリウム
4中央卸売市場

010/15
（月）
〜21
（日）

浄水場や下水処理場などの施設見学と水上

1中央公会堂

【8Ｋスーパーハイビジョンイベント】

グ ラム を 多

ご

落語、鹿児島観光物産展などを開催。

【中央公会堂・中之島を描こう展】

を中 心に家

6 6373-3302

54301-7285

画像提供：関西テニス協会

会のチケット
（期間中のお好きな1日）
を500

4大阪市総合コールセンター

あたり、各種

中之島公園

（ 日 ）の お 好 き な

祝）9：30〜17：00（入館は16：30まで）月曜・

イ ベ ントを

水辺のまちあそび

（ 1 0 / 2 0（ 土 ）、2 1

38または往復ハガキに参加者全員（2人ま

11/17に開

4大阪市住まい公社
56882-7024

AMF-DNPartcom

1集合：天保山客船ターミナル

●家族の突発的な事由で介護ができなくなったとき、認知症
の方は一時的に介護施設に入所していただけます。
●あなたも認知症の方や家族を温かく見守り、支援する｢認
知症サポーター」
になりませんか？ぜひ認知症の方への支
援の輪にご参加ください。
4福祉局高齢福祉課

56208-8052

6 6202-6964

