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
特別支援教育サポーター
個別支援の必要な子どもたちの学習や学
校生活をサポートする支援員を随時募集
中。応募資格や勤務条件など詳しくは I
をご覧ください。

4/1
咲くやこの花賞贈呈式

ツバキ園 、ボタン園 、バラ
園、展望島などがリニュー
アルし、新たに里山ひろば
などが登場します。また植
物園の一部に、無料で楽し
める水辺の散歩道もオープ
ンします。皆さんぜひご来
園ください！

F教育委員会インクルーシブ教育推進担当
G6327-0020 H6327-1023

令和4年度大阪市防火標語
防火意識の普及啓発を目的とした防火標
語。対象は市内在住・在勤・在学の方。入賞
作は各消防署、Iなどに掲出。
（消印有効）
C4/7
（1人1点・形式自
DFハガキ・Jで、標語
由）
・住所・氏名・電話番号、
市内在勤または
在学の方は事業所か学校の名称と所在地を
書いて、
〒550-8566 西区九条南1-12-54
消防局予防課
「防火標語募集」
係へ。
G4393-6332 H4393-4580

ネーミングライツパートナー
市が所有する施設等のスポンサーになっ
ていただける事業者（ネーミングライツ
パートナー）
。詳しくは Iをご覧ください。
募集期間：
3/22〜9/30
A
DF 財政局財源課
G6208-7733 H6202-6951

ゲストのミルクボーイ

将来の大阪文化を担う若手芸術家に対して
贈る賞。贈呈式では、受賞者5組の活動紹
介のほか、
令和2年度大衆芸能部門
（漫才）
受賞者のミルクボーイによる記念ライブを
開催。定員400人。
（月）
18:00〜20:00
A3/28
中央公会堂
E
C 3/16
DF 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事務局へ。
G6372-6707 H6372-3691

はじめましてオーケストラ
〜大阪フィルと中学生の共演〜

令和4年度
大阪市要約筆記者養成講座
会議や講演等で聴覚障がい者のコミュニ
ケーション支援をめざす方のための養成
講座①手書きコース②パソコンコースを
開催。対象は府内在住・在勤で要約筆記者
として活動が可能な方（②は参加要件が
あります）
。定員各20人。
5〜12月のうち21日間
（1日4時間）
A
E長居障がい者スポーツセンター
C3/31
DFIまたは区役所で配布する申込書に
必要事項を書いて、K福祉局障がい福祉課
要約筆記者養成講座担当へ。
G6208-8081 H6202-6962

B 入園料：大人200円ほか
EF 長居植物園 G6696-7117 H6696-7405

開館記念特別展
モディリアーニ
〜愛と創作に捧げた35年〜
エコール・ド・パリ
の一員としてピカ

展望島イメージ

尼崎城
B入館料：大阪城 大人600円ほか、
大人500円ほか、
岸和田城 大人300円ほか
F 経済戦略局観光課
G6469-5165 H6469-3896

つぐはる

ソや藤田嗣治など
と共に活躍したイ
タリア 出 身 の 画
家・モディリアーニ
の作品を中心に、
20世紀前半のパ
リで開花した芸術
アメデオ・モディリアーニ
《若い女性の肖像》
の 軌 跡 を た どり
1917年頃 テート蔵
Photo© Tate
ます。
（土）
〜7/18
（月・祝）
10:00〜17:00
A4/9
（入場は16:30まで）
、月曜
（祝日の場合は
翌平日）
休館
B 大人1,800円ほか
EF 大阪中之島美術館
G6479-0550 H6479-0556

OSAKAシティウオーク
2021-2022第3回大会

撮影：飯島隆

大阪フィルハーモニー交響楽団と市内各
校吹奏楽部から選抜された中学生との共
演や、プロオーケストラの演奏が楽しめる
コンサート。定員1,000人
（先着順）
。
3/29
（火）
18:30〜20:30
A
Eザ・シンフォニーホール
B 800円
D大阪フィル・チケットセンターG6656-4890

第17回大阪アジアン映画祭
第2回大会の風景

ほかで販売。
F 経済戦略局文化課

G6469-5176 H6469-3897

市立大学 と 府立大学 が 融合！

「大阪公立大学」
が開学します
す

4月に
4

12学部・学域、大学院15
研究科の新たな大学が誕
生します。従来の学問の
枠組みにとらわれない世
界レベルの高度研究型大
学として、大都市大阪の
発展に貢献する
「知」
の拠
点をめざします。

アジア各国の話題の最新映画をさまざま
な会場で一挙上映。過去に当映画祭で上
映した作品のオンライン上映も実施しま
す。詳しくはホームページをご覧ください。
（木）
〜20
（日）
A 3/10
シネ
・
リーブル梅田ほか
E
F 大阪市総合コールセンター
G4301-7285 H6373-3302

参城めぐりスタンプラリー
大阪城、尼崎城、岸和田城に設置された6

八幡屋公園を出発し、大阪港を一望する
ベイエリアと港区内を歩くコースです。ス
タート・ゴール地点の八幡屋公園では
「八
幡屋公園スポーツみどりフェスタ」
も開催
予定。小学生以下は保護者同伴、車いすを
ご利用の方は介添者同伴。
（日）
ロングコース9:30〜11:00、
A3/20
ショートコース11:30〜12:30に受け付け
後、随時スタート
E 八幡屋公園ほか
B 事前申し込み：600円ほか
C 3/14
Dホームページまたはハガキ・ファックス
で、住所・氏名・年齢・電話番号・
「第3回大
会」
を書いて、
〒552‐0005 港区田中3-1-40
丸善インテックアリーナ大阪内
（一財）
大阪
スポーツみどり財団「OSAKAシティウオー
ク事務局」
へ。当日参加も可能です。
F OSAKAシティウオーク事務局
G6577-5269 H6577-5280

お

大阪公立大学

F 公立大学法人大阪広報課

長 居 植 物 園 がリニューアルオープン

G6605-3411

72
H6605-3572

個の「重ね捺しスタンプ」
を押すと、江戸
時代の三城の関係性を示す絵図が完成。
三城の歴史と関係性を学びながら、周辺
地域の魅力にも触れられるイベントです。
（木）
まで
A 3/31
大阪城、
尼崎城、
岸和田城
E

24時間365日対応の
児童虐待の通告・相談は、

「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。

