
今年のゴールデンウィークは驚き
の10連休！「今年はどこへ出かけ
よう？」「近場で遊べるところはな
いかな？」とお悩みの方必見です。
ゴールデンウィークはもうすぐ！
大阪を遊び尽くそう！

今月号は
ゴールデンウィーク

先取り企画！

10連休だ!!!

月
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4
平成31年
（2019年）

さあ !

ゴールデンウィークだ !!
10連休だ!!!10連休だ!!!

4月27日（土）～5月6日（月）まで区役所はお休みをいただきます。（4月28日は日曜開庁日）
ただし、5月1日（水）は9時～17時30分まで「婚姻届の特設会場」を開設します（婚姻届のお預かりをいたします）。
「婚姻記念撮影コーナー」も設置しますので、ご利用ください。

お知らせ



海の…陸の…生き物大好き！パック
海遊館
世界最大級の水族館！ジンベエザメたちに出会おう！

大阪市港区海岸通1-1-10　
06-6576-5501

※8：30～20：30
　　　4月27日（土）～5月6日（月）限定
　　　通常期　10：00～20：00

大人2,300円、小中学生1,200円、
　　　4歳以上600円
　　　シニア（60歳以上）2,000円
　　　※証明書要提示

地下鉄中央線「大阪港」駅より
　　　徒歩約5分

住 所

入場料

交 通

問合せ
営業時間

天王寺動物園
都会の中で、野生を感じよ～よ！

大阪市天王寺区茶臼山町1-108　
06-6771-8401

9：30～17：00（入園は1時間前まで）
　　　5、9月の土・日・祝は18:00まで

大人500円、小中学生200円、
　　　未就学児無料
※大阪市内の小中学生及び65歳以上の
　方は無料（住所・年齢の証明が必要）

地下鉄「動物園前」駅より徒歩約6分
         各線「天王寺」駅より徒歩約10分

住 所

入場料

交 通

問合せ
営業時間

詳細は
コチラ

詳細は
コチラ

ちょっと優越感！高いとこ大好き！パック
梅田スカイビル・空中庭園展望台
地上173mの天空の風を感じ、360度の眺望を楽しもうよ！

大阪市北区大淀中1-1-88 
　　　梅田スカイビル

06-6440-3855
9：30～22：30（最終入場22：00）
大人1,500円、4歳～小学生700円
JR「大阪」駅・阪急「梅田」駅より

　　　徒歩約9分 

住 所

入場料
交 通

問合せ
営業時間

あべのハルカス
地上300ｍ日本一の超高層ビル。一度は登らなきゃねっ！

大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43　
06-6621-0300

9：00～22：00
大人1,500円、中高生1,200円

　　　小学生700円、4歳以上500円
地下鉄・JR「天王寺」駅、

　　　近鉄「大阪阿倍野橋」駅すぐ

住 所

入場料

交 通

問合せ
営業時間

詳細は
コチラ

詳細は
コチラ

科学だ！自然史だ！不思議大好き！パック
大阪市立科学館
3月30日にリニューアル！ぜひ見にいかねば！

大阪市北区中之島4-2-1　
06-6444-5656

9:30～17:00（入場は16：30まで）
展示場/大人400円、高大生300円、

　　　中学生以下無料
　　　プラネタリウム/大人600円、
　　　高大生450円、
　　　3歳以上中学生以下300円

地下鉄四つ橋線「肥後橋」駅より
　　　徒歩約500m、
　　　京阪中之島線「渡辺橋」駅より
　　　徒歩約400m

住 所

入場料

交 通

問合せ
営業時間

大阪市立自然史博物館
私たちを取り巻く自然を知るって大事ですね！

大阪市東住吉区長居公園1-23　
06-6697-6221

9:30～17:00（入場は16:30まで）
大人300円、高校生・大学生200円

　　　中学生以下無料
地下鉄御堂筋線「長居」駅より

　　　徒歩約800ｍ
　　　JR阪和線「長居」駅
         より徒歩約1km

住 所

入場料

交 通

問合せ
営業時間

詳細は
コチラ

詳細は
コチラ

市内施設
お任せパック6選！

　大阪市内には、官民問わず色々な施設が
ありますよね。ジャンル別に回ってみるパッ
クをご用意しました。各パックは、それらに
興味がある方には既にご存知のものばかり
ですが、興味のない方！新たな発見に出か
けてみませんか？
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朝から晩までお風呂三昧！お風呂大好き!!パック
スパワールド世界の大温泉
温泉につかって、世界旅行気分が味わえるよ～。スゴイね～。

大阪市浪速区恵美須東3-4-24
06-6631-0001

24時間営業
）54：8翌～00：01は泉温（        

中学生以上1,200円～
　　　小学生以下1,000円～
        ※時期により料金は変動いたします。

JR環状線「新今宮」駅すぐ
         地下鉄御堂筋・堺筋線
         「動物園前」駅すぐ
         南海電鉄「新今宮」駅より徒歩10分

住 所

入場料

交 通

問合せ
営業時間

空庭温泉大阪ベイタワー
温泉につかって、安土桃山時代にタイムスリップ！スゴイね～。

大阪市港区弁天1-2-3　
06-7670-5126

11:00～翌9:00
大人 平日2,400円 

         土日祝2,600円 特定日2,800円 
         小人 平日1,200円
         土日祝1,300円 特定日1,400円
         ※GW中は特定日料金となります。

※消費税・入湯税別
JR環状線「弁天町」駅すぐ

         地下鉄中央線「弁天町」駅すぐ

住 所

入場料

交 通

問合せ
営業時間

詳細は
コチラ

詳細は
コチラ

一日中遊びつくそう！！キッズパック
キッズプラザ大阪
親子で遊んで学ぼう！子どものための博物館

大阪市北区扇町2-1-7　
06-6311-6601

9：30～17：00（最終入館16：15）
大人1,400円、小中学生800円

　　　幼児（3歳以上）500円
地下鉄堺筋線「扇町」駅すぐ

　　　JR大阪環状線「天満」駅西へ
　　　徒歩約3分

住 所

入場料

交 通

問合せ
営業時間

ATCあそびマーレ
新しい遊びも増えたよ～。親子で遊べる室内遊園地！

大阪市住之江区南港北2-1-10
　　　ITM棟4階5階　

06-6616-7622
10:00～19:00
<平　日>2歳～大人900円

　　　　　　　 1歳600円
　　　<土日祝>2歳～大人1,100円
　　　　　　　 1歳600円

地下鉄中央線～コスモスクエア経由で
　　　「トレードセンター前」下車直結
　　　地下鉄四つ橋線～「住之江公園」経由で
　　　「トレードセンター前」下車直結

住 所

入場料

交 通

問合せ
営業時間

詳細は
コチラ

詳細は
コチラ

気分爽快！アクティブパック
大阪ダックツアー
水陸両用車ですよ～。バスのまま川へ スプラッシュイン

大阪市中央区北浜東1-2
　　　川の駅はちけんや地下1階　

06-6941-0008
9:00・11:00・13:00・15:00・17:00

　　　各15分発
大人3,500円、小学生以下2,000円

　　　幼児（２歳以下）500円
地下鉄谷町線・京阪「天満橋」駅より

　　　徒歩約4分

集合場所

料 金

交 通

問合せ
出発時間

ISK大阪舞洲店
免許不要のカートでコースを疾走しましょう！爽快～！

大阪市此花区北港緑地2丁目　
06-6466-2022

平日12:00～22:00
　　　土日祝10:00～22:00

お試しパック（5周＋5周）4,500円
　　　5周コース2,800円 他

JR環状線「西九条」駅下車、
　　　市バス81系統に乗換え
　　　「舞洲スポーツアイランド」下車

住 所

料 金

交 通

問合せ
営業時間

詳細は
コチラ

詳細は
コチラ

要予約 
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　「市内施設お任せパック6選」はいかがでしたか？学校や会社が
お休みの方も、そうではない方も、お時間が許しましたらぜひお出
かけしてみてくださいね！ドキドキわくわく！笑顔いっぱいの楽し
いゴールデンウィークをお迎えくださ～い！！！

　「市内施設お任せパック6選」はいかがでしたか？学校や会社が
お休みの方も、そうではない方も、お時間が許しましたらぜひお出
かけしてみてくださいね！ドキドキわくわく！笑顔いっぱいの楽し
いゴールデンウィークをお迎えくださ～い！！！

お出
かけはバ

スや電車などの
公共交通

機関で！
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