編集/大阪市政策企画室

06-6208-7251

06-6227-9090

〒530-8201 大阪市北区中之島1-3-20

※

特に記載のないものは市外局番
「06」
です。

重大な児童虐待ゼロへ
視覚に障がいのある方へ
国民健康保険等に関する書類を
点字化してお届けします
大阪市から送付する国民健康保険や医療
費助成に関する書類について、点字封筒
での送付や点字シールの貼り付けなどを
行い、ご希望の方へお届けします。詳しく
はお電話でお問い合わせください。
DF 福祉局保険年金課
G6208-7968 H6202-4156

ただし、申し込みには収入などの条件があ
ります。詳しくは10/25から Iまたは、住
情報プラザ、大阪市サービスカウンター
（梅田・難波・天王寺）
などで配布する申込
みのしおりをご覧ください。
F 市営住宅募集センター募集担当
G6882-7012 H6882-7051

新成人による だ しょう
「みおつくしの鐘打鐘のつどい」
の参加者
成人の日に新成人
（平成13年4/2〜14年
4/1生まれで市内在住の方）
の代表が、市
役所屋上の
「みおつくしの鐘」
を打ち鳴ら
す行事で、65回目を迎えます。成人となっ
た記念にぜひご参加ください。定員50人。
（月・祝）
9:00〜11:30
A 来年1/10
市役所屋上ほか
E
（消印有効）
C11/15
DFIまたは往復ハガキに、住所・氏名・
電話番号・生年月日・メールアドレス、手話
通訳など配慮が必要な方はその旨を書い
て、Kこども青少年局青少年課
「みおつく
しの鐘打鐘のつどい」
係へ。
G6208-8158 H6202-2710

おう わ

桜和高等学校 学校説明会等
現扇町総合高等学校校地に来年4月開
校。対象は中学3年生と保護者。申し込み
方法など詳しくは Iをご覧ください。
（土）
、11/27
（土）
、
A学校説明会10/16
12/19
（日）
①8:50〜11:00 ②10:20〜
12:30
学校説明会・見学会 来年1/15
（土）
、29
（土）
9:20〜12:00
個別相談会・見学会 来年2/13
（日）
、23
（水・祝）
9:20〜12:00
F 教育委員会高等学校教育担当
G6208-9189 H6202-7055

環境影響評価図書の縦覧等
①2025年日本国際博覧会環境影響評価
準備書
②梅田3丁目計画
（仮称）
事後調査報告書
縦覧：①②
11/1まで
A
意見書の受け付け：①11/15まで
E 縦覧：①②環境局環境管理課または
①此花区役所ほか
意見書提出先：①環境局環境管理課ほか
F 環境局環境管理課
G6615-7938 H6615-7949

10月はごみ問題や自然環境から
SDGsを知ろう！学ぼう！
環境問題をテーマにワークショップや写真
コンテストなどのイベント
「SDGs DAYS」
「ECO縁日」
「 ごみ減量フェスティバルon
Web」
を開催。各イベント内容や開催日な
ど詳しくはIをご覧ください。
F 環境局企画課
G6630-3212 H6630-3580

11月から

御堂筋で盛り上がる！

御堂筋オータムパーティー 2021
御堂筋を圧倒的なパフォー
マンスで彩ります。この日

「御堂筋オータム

限りの盛りだくさんな企

パーティー2021」
と

画をお楽しみください。

「 大 阪・光 の 饗 宴

（水・祝）
14:00〜
A 11/3
16:00
（予定）

2 0 2 1 開 宴 式 」の 開
車両通行止めを行い
ます。ご理解・ご協力

大阪・光の饗宴 2021 開宴式

をお願いします。

11/3から大阪・光の饗宴が始まります。開催初日に
限り、車道を歩行者空間として開放します。
（水・祝）
17:00〜19:00
（予定）
A11/3
（久太郎町3交差点〜新橋交差点）
E 御堂筋

（水・祝）
A11/3
11:30〜19:15
（予定）
（久太郎町3
E 御堂筋
交差点〜新橋交差点）

F 経済戦略局観光課 G6469-5166 H6469-3896

アイスショーと、大阪府スケート連盟によ
る体験教室を開催。詳しくはIをご覧くだ
さい。
（土）
A11/27
丸善インテック大阪プール
E
B アイスショーは観覧無料、体験教室は
貸し靴代400円
D10/13〜11/10にIで。
F 経済戦略局スポーツ課
G6469-3882 H6469-3898

します。
（土）
〜12/19
（日）
9:00〜17:00
A 10/9
（入館は16:30まで）
B 入館料：大人600円
EF 大阪城天守閣
G6941-3044 H6941-2197

大阪城天守閣復興
90周年記念テーマ展「豊臣時代」

大阪の魅力ある建物を無料で公開する
日本最大級の建築イベント。めったに入
ることのできない建物の内部写真・動画
の公開やトークライブなどのオンライン
プログラムを中心に開催。詳しくはホー
ムページをご覧ください。
（土）
、31
（日）
A10/30
F 都市整備局住宅政策課
G6208-9221 H6202-7064

市営すまいりんぐなど
中堅所得者層向け住宅の入居者

10月は

催に伴い、御堂筋で

（久太郎町3交差点〜新橋交差点）
E 御堂筋

アイスショー・スケート体験教室

市営すまいりんぐ
（子育て応援型）
・市営す
まいりんぐ・市営特定賃貸住宅・市営再開
発住宅の入居者を随時募集中。11/1に
は7月以降に空き家になった住宅も追加
募集。市外居住者、単身者も申し込み可。

車両通行止め
のお知らせ

大 阪 のメインストリート

生きた建築ミュージアム
フェスティバル大阪2021
（イケフェス大阪2021）

24時間365日対応の
児童虐待の通告・相談は、
重要文化財
スケート体験教室の様子
（2019年開催時）

日本スケート連盟所属の選手が出演する

大坂夏の陣図屏風
（大阪城天守閣蔵）

天守閣復興90周年を記念し、数々の文
化財を通じて豊臣時代のありさまを紹介

「児童虐待ホットライン」
（まずは一報 なにわっ子）

0120-01-7285

にお電話ください。

里親月間 〜 里親を募集しています 〜

大阪市には、さまざまな事情により家庭で暮らせない子どもたちが約1,200人います。里親とは、
こうした子どもたちを、
自分の家庭に迎え入れ、温かい愛情と正しい知識を持って育ててくださる方のことです。この機会に里親について学んでみませんか？

里親シンポジウム

3回連続講座

「子どもたちの夢ある未来のために
〜親とくらせない子どもたちの今〜」

「新しい家族のカタチ
〜里親、はじめてみませんか〜」

「里親家庭から進学自立する若者たち」
をテーマに、里親・元里子の

里親の方に体験談などをお話しいただきます。

方々の体験談をお話しいただきます。定員100人
（先着順）
。

定員各回17人
（先着順）
。各回個別の受講も可。

（日）
13:30〜16:30
A10/17
（エルモ西淀川）
E 西淀川区民会館

（木）
、14
（木）
、21
（木）
14:00〜16:00
A10/7
E 難波市民学習センター

D 区役所などで配布する申込書に必要事項を書いてファックス
（6944-2060）
または、
ホームページで大阪市里親会事務局へ。
F中央こども相談センター里親子包括支援室

G4301-3156

D ホームページまたは難波市民学習センター
G6643-7010へ。

H6944-2060

里親相談会
里親制度や登録方法につい
て個別に説明します。事前申
し込みは不要ですので、お気
軽にお立ち寄りください。
（木）
、
14
（木）
、
21
（木）
16:00〜17:00
A①10/7
②10/9
（土）
13:30〜16:30
E①難波市民学習センター
②イオンモール大阪ドームシティ店

