
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、タッチ春号に掲載のイベント等については、
主催者の判断により変更、中止または延期される場合があります。
開催の有無につきましては、各申込み先にお問合せをいただきますようお願いします。
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事業の名称、開催日時等は主催者の都合により
変更になることがあります。

プラネタリウム
①科学館［問合せ・申込み］P71

目に見えない空気には、とんでもない力があります。その力ででき
ることとは？ふだん感じることのない、空気のパワーをご紹介します。

3/2（木）～ 5/28（日）
※ 上演スケジュールは科学館ホームページをご覧いただくかお電話

でお問合せください（約 30 分間）。
休館日：月曜日　※ 5/1 は開館
科学館　展示場３階サイエンスショーコーナー
無料
※ 展示場観覧料が別途要。大人 400 円、高・大生 300 円、中学

生以下無料
各回 64 名予定（当日先着順）　  どなたでも

※ 観覧人数を制限しています。詳細は科学館ホームページまたはお電話
でご確認ください。

サイエンスショー「空気パワー」
①科学館［問合せ・申込み］P72

科学館で最近収集した資料や、未公開の資料を展示します。あわせて、
科学館の学芸員が携わっている仕事をパネルで紹介します。

3/2（木）～ 5/28（日）　9:30 ～ 17:00
休館日：月曜日　※ 5/1 は開館
科学館　地下１階アトリウム　  無料　  どなたでも

※ 開館状況等について、詳細は科学館ホームページまたはお電話で
ご確認ください。

蔵出しコレクション 2023
①科学館［問合せ・申込み］P73

遊びながら「あれ？なんだろう？」と思うことが科学への興味につ
ながります。
今回は「シャボン玉」をテーマに開催！
講師：asobiba（西田大樹）

3/18（土）　14:00 ～ 15:30
鶴見区子ども・子育てプラザ　  無料　  26 名（先着順）
電話、来館　  定員に達するまで　  小学生

※保護者の方がお申し込みください。参加には利用登録が必要です。
※申込者が 10 名以下の場合は開催を中止します。
※ 本事業は子どもゆめ基金助成活動の一環として実施するため、名

前・年齢・電話番号を含む参加者名簿の作成、写真撮影を行います。
提出された個人情報は「（独）国立青少年教育振興機構が保有する
個人情報の適切な管理に関する規定」に基づき取り扱いをします。
また、撮影した写真は主催者団体の広報にも使用します。ご了承
のうえお申込みをお願いします。

遊んで学ぶ　科学実験～シャボン玉博士になろう！～
③鶴見区子ども・子育てプラザ［問合せ・申込み］P75

動物、植物、菌類、そして鉱物や人工毒など、自然界のあらゆると
ころに存在する毒について、動物学、植物学、地学、人類学、理工
学の各研究分野のスペシャリストが徹底的に掘り下げ、それぞれの
視点で解説していきます。

3/18（土）～ 5/28（日）　9:30 ～ 17:00（入館は 16:30 まで）
休館日：月曜日　※ 3/27、4/3、5/1 は開館
自然史博物館　ネイチャーホール
当日券（大人 1,800 円、高・大生 1,500 円、小中生 700 円）
※ 未就学児、障がい者手帳等をお持ちの方（介護者１名を含む）は

無料（要証明）、高・大生は要学生証
※上記特別展入場料で、常設展（当日限り）も入場可能。
どなたでも

特別展「毒」
②自然史博物館［問合せ・申込み］P74

植物でなんで布が染まるの？
そんな不思議を学びながら、オリジナルのハンカチを２枚作ります。
この模様にする方法は？この植物は何色に染まる？草木染を通して
たくさんの不思議を解決しよう！
ご家庭でも楽しめる「オリジナル草木染めハンドブック」つき♪

3/25（土）　13:30 ～ 14:30
花と緑と自然の情報センター　１階　セミナー室
1,500 円　  20 名（先着順）　  電話、来館
定員に達するまで　  ３歳～小学６年生

※当日、淡い色の衣服の着用はお控えください。
※手指への染色が気になる方は、ゴム手袋等をご持参ください。

春休み特別講座「草木染め体験」
④花と緑と自然の情報センター［問合せ・申込み］P76

春は一年で一番植物たちが元気な季節！
寒い冬の間は眠っていた木々が目覚め、園内のあちこちでキレイな
お花を咲かせます。
親子で一緒に「春の植物」を観察しよう！

3/25（土）　10:30 ～ 11:30　  長居植物園　ハートの花壇
１組 500 円
※入園料が別途要。大人 200 円、中学生以下無料
10 組（先着順）　  電話、来館
定員に達するまで　  小学生以下の子どもがいる親子

※雨天の場合は開催を中止します。

春休み特別講座「親子で植物観察会」
⑤長居植物園［問合せ・申込み］P77

❖自然・科学にタッチ 

①プラネタリウム　ファミリータイム
幼児から小学校低学年の子どもとその保護者におススメのプラネタ
リウムです。プラネタリウムデビューにもぴったりです。３月のテーマ
は「オリオンと冬の星」、４～５月は「星空のどうぶつたち」です。

開館日は毎日投影
※ 投影スケジュールは科学館ホームページをご覧いただくかお電話

でお問合せください（約 35 分間、入替制）。
休館日：月曜日　※ 5/1 は開館

科学館　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
各回 250 名予定（先着順）　  、来館
インターネットでの観覧券ご購入は、来館当日の午前９時まで
どなたでも

※ 開館状況等について、詳細は科学館ホームページまたはお電話で
ご確認ください。

②プラネタリウム「星空ぐるり百光年」
近い星、遠い星、星までの距離は様々です。地球から近いところに
ある星たちを、ぐるっと立体的に見てみましょう！
☆今夜の星空解説あり

3/2（木）～ 5/28（日）
※ 投影スケジュールは科学館ホームページをご覧いただくかお電話

でお問合せください（約 45 分間、入替制）。
休館日：月曜日　※ 5/1 は開館
科学館　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
各回 250 名予定（先着順）　  、来館
インターネットでの観覧券ご購入は、来館当日の午前９時まで
どなたでも

※ 開館状況等について、詳細は科学館ホームページまたはお電話で
ご確認ください。

※ 投影中、静かに観覧していただけない場合は、プラネタリウムか
ら退出していただきます。観覧券の払い戻しはできませんので、
あらかじめご了承ください。

③プラネタリウム「ブラックホールを見た日～人類100年の挑戦～」
100 年間、不可能だったブラックホールの直接撮影に挑んだ国際プ
ロジェクト EHTとは…？
☆今夜の星空解説あり

3/2（木）～ 5/28（日）
※ 投影スケジュールは科学館ホームページをご覧いただくかお電話

でお問合せください（約 45 分間、入替制）。
休館日：月曜日　※ 5/1 は開館
科学館　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
各回 250 名予定（先着順）　  、来館
インターネットでの観覧券ご購入は、来館当日の午前９時まで
どなたでも

※ 開館状況等について、詳細は科学館ホームページまたはお電話で
ご確認ください。

※ 投影中、静かに観覧していただけない場合は、プラネタリウムか
ら退出していただきます。観覧券の払い戻しはできませんので、
あらかじめご了承ください。
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変更になることがあります。

雑草とは、植えていないのに勝手に繁茂している植物の総称です。
雑草と言っても！花や草姿の可愛らしい植物もいっぱい。抜いて捨て
るか、育てて愛でるか、それとも美味しく食べちゃうか！？
長居植物園を散策しながら、「食べることができる雑草」を探してみよう！

 3/29（水）　10:00 ～ 11:00
 長居植物園　ハートの花壇　  500 円　  10 名（先着順）
 電話、来館　  定員に達するまで
 小学３年生～中学３年生

※雨天の場合は開催を中止します。
※当日は実際に植物を口にすることはありません。

春休み特別講座「食べられる雑草探検隊」
⑤長居植物園［問合せ・申込み］P78

個性的な愛らしい姿で、幅広い世代に人気のサボテン＆多肉植物！
原種や園芸品種を約 200点展示します。有名販売店による販売会も
開催！お気に入りのサボテンや多肉植物を見つけて、ご自宅で育て
てみませんか？メイン会場の1Fフラワーホールでは咲くやこの花館
ならではの展示に大注目！常設の植物室内ではまるで現地にいるか
のような展示も圧巻！

4/4（火）～ 16（日）　10:00 ～ 17:00（入館は 16:30 まで）
休館日：月曜日
咲くやこの花館　1F フラワーホール他
無料　※ 入館料が別途要。大人 500 円、中学生以下、障がい者

手帳等をお持ちの方（介護者１名を含む）、大阪市内在住
の 65 歳以上の方は無料【要証明（生徒手帳、健康手帳、
敬老優待乗車証等の原本）】

　　　※ 30 名以上は団体割引あり。
どなたでも

サボテン＆多肉植物展
⑥咲くやこの花館［問合せ・申込み］P79

リズムに合わせて動きの基礎から振り付けまで学びます。身体のパー
ツを動かしたりステップを覚え、かっこいい自分を表現しよう！！

4/1 ～ 15 の毎週土曜日　11:00 ～ 12:00（全 3 回）
住之江会館　  2,500 円　  20 名（先着順）
電話、FAX、 、来館　  定員に達するまで
年長～小学生

持ち物：運動できる服装、飲み物、タオル

キッズ　ヒップホップダンス教室
⑨住之江会館［問合せ・申込み］P712

水泳はぜん息発作を起こしにくい環境で全身運動ができ、ぜん息の
お子さまに最適な運動です。教室を通じて体力向上やぜん息の自己
管理方法の習得を図ります。

7/6 ～ 9/21 の毎週木曜日
前半コース 16:30 ～ 17:30　後半コース 17:30 ～ 18:30

（全 10 回）　※ 8/3、10 を除く
コナミスポーツクラブ京橋　  無料
各コース 20 名
※申込多数の場合は初参加の方を優先のうえ抽選
電話、FAX、大阪市行政オンラインシステム
5/12（金）　16:30
大阪市内在住の「気管支ぜん息」・「ぜん息性気管支炎」と診断さ
れている４歳児（年中児）から小学６年生までの子ども（平成 23
年４月２日～平成 31 年４月１日生まれ）
※全 10 回すべて、保護者の付き添いが必要です。

※参加にあたり、事前勉強会（保護者対象）への出席が必要です。
　【日時：6/28（水）　17:00 ～ 18:00】
※ 参加決定後に本市指定の診断書の提出が必要です。（診断書作成料

については、保健所が負担いたします。ただし、医療機関からご本
人宛に請求された診察費用については自己負担となります。）

※ 午前 11 時時点で、台風接近等により市内に「暴風警報」または「特別
警報」が発表されている場合は事業を中止します。

ぜん息児水泳教室
⑩大阪市保健所管理課保健事業グループ［問合せ・申込み］P713

日本けん玉協会の検定が受けられる教室です。一人ひとり、ていね
いに指導します。講師：日本けん玉協会大阪支部長　工藤正和

3/26（日）　15:00 ～ 16:30
西成区子ども・子育てプラザ　  無料　  20 名（先着順）
電話、来館　  3/25（土）　  小学生以上の子ども

けん玉教室
⑧西成区子ども・子育てプラザ［問合せ・申込み］P711

エネルギーってなんだろう？クイズや冷熱実験で地球環境について
楽しく学べる「おでかけガス科学館」と「エコ・クッキング」で地
球にやさしい暮らしを親子で一緒に考えよう！
（共催：環境局家庭ごみ減量課）

3/18（土）　10:30 ～ 12:00
阿倍野市民学習センター　  無料　  20 組 40 名（先着順）
電話、 、来館　  定員に達するまで
小学３年生以上の子どもと保護者（大阪市内在住もしくは在勤）

実験やクイズで君も環境博士に！ 親子で学ぼう！ごみ減量・3R
⑦阿倍野市民学習センター［問合せ・申込み］P710

❖くらし・環境・スポーツにタッチ

❖工作・料理にタッチ
クラフトパークのイベント

⑪クラフトパーク［問合せ・申込み］P714
①ゴールデンウィーク限定１日体験教室　参加者募集
本格的な工芸体験ができる１日体験教室を開催します。
●吹きガラス…吹きガラス体験
●サンドブラスト…大きなお皿に模様を彫ろう
●陶芸…陶芸体験！卓上ロクロとたたらの器
●�キルンワーク…ガラスパウダーでつくる！ブローチ・マグネット
ストラップ・はしおき
●バーナーワーク…ガラスドームストラップととんぼ玉
●ステンドグラス…ガラス玉の四面体おやすみランプ
●織物…シルクのエアリーショールを織ろう！
●木工…ヒノキ（河内材）の小さなイス
●金工…真鍮と銅のスプーン　●染色…絞りの藍染日傘
※�吹きガラスは約１週間後、キルンワークは約１ヵ月後、陶芸は約
１ヵ月半後の作品の引渡しになります。

5/3（水・祝）、4（木・祝）　14:00 ～ 16:30
※吹きガラスは① 14:00 ～ 15:15　② 15:15 ～ 16:30
クラフトパーク
2,000 ～ 3,800 円（木工は 8,000 円、染色は 9,000 円）
※教室により異なります。
４～ 12 名（先着順）　※教室により異なります　  電話、来館
定員に達するまで
吹きガラス・サンドブラスト・陶芸…小学１年生以上
キルンワーク…小学３年生以上
バーナーワーク・ステンドグラス・木工・金工…小学５年生以上
織物…小学４年生以上　染色…16 歳以上
※小学生は保護者同伴。ただし保護者は見学のみ。

②こどもクラフト体験教室　参加者募集
本格的な工芸体験ができる１日体験教室を開催します。
●吹きガラス…�【午前】ガラスでこどもの手形をつくろう！�

 【午後】吹きガラスでグラスをつくろう！
●陶芸…オリジナルの作品を手びねりでつくろう！
●染色…手描きでつくろう！オリジナルＴシャツ
●サンドブラスト…星形小皿に模様を彫ろう！
●キルンワーク…ぷくぷくモザイクのガラス皿
●木工…木製ランプ
●金工…コチコチたたいてつくる真鍮のブローチ
●バーナーワーク…バブル玉ネックレス
●ステンドグラス…ガラス玉のペントレー
●織物…人間織機！で織る「さんかくバッグ」
※�グラス（吹きガラス）は約１週間後、こどもの手形（吹きガラス）は
約２週間後、キルンワークは約１ヵ月後、陶芸は約１ヵ月半後の
作品の引渡しになります。

5/5（金・祝）【午前の部 10:00 ～ 12:30、午後の部 14:00 ～
16:30】
※吹きガラスは① 10:00 ～ 11:00　② 11:30 ～ 12:30
　③ 14:00 ～ 15:15　④ 15:15 ～ 16:30
※キルンワークは① 10:00 ～ 11:00　② 11:30 ～ 12:30
　③ 14:00 ～ 15:00　④ 15:30 ～ 16:30
クラフトパーク
1,500 ～ 3,500 円　※教室により異なります
４～ 20 名（先着順）　※教室により異なります。　  電話、来館
定員に達するまで
吹きガラス…【午前】幼児～小学３年生　【午後】小学１年生～中学生
陶芸・染色…５歳～中学生
サンドブラスト・キルンワーク・木工…小学１年生～中学生
金工・バーナーワーク・ステンドグラス…小学３年生～中学生
織物…小学４年生～中学生
※小学生は保護者同伴。ただし保護者は見学のみ。
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劇場が初めてでも楽しめるように、大きすぎない音量や、完全暗転
せずにほの暗い照明をつけるなどの工夫をして上映しています。今
回は人間の家族の一員になったネズミ “ スチュアート ” の冒険ドラ
マをお楽しみください！＜日本語吹替版＞

3/21（火・祝）　14:00 ～ 15:35
こども文化センター　  無料　  約280名（先着順）
FAX、 、往復はがき、来館　  定員に達するまで
どなたでも　※中学生未満は保護者同伴

・ 車イススペースをご希望の場合は、お申込時にお知らせください 
（スペース満了時はお受けできません）。

こども劇場 映画「スチュアート・リトル」
⑭こども文化センター［問合せ・申込み］P719

親子で楽しめるアニメを上映します。「ぞくぞく村のオバケたち『がい
こつガチャさん』『雪女ユキミダイフク』」

3/29（水）　10:30 ～ 11:20
難波市民学習センター　講堂
無料　  子どもと保護者あわせて 40 名（先着順）
電話、 、来館　  定員に達するまで
３歳～小学校低学年の子どもと保護者

春休みなんばこども映画会
⑬難波市民学習センター［問合せ・申込み］P721

たのしいおはなし会をひらきます！パネルシアター、手遊び、大型
絵本、紙芝居など。
みんなで楽しめるおはなし会です。お気軽にご参加ください♪

3/19（日）　11:00 ～ 11:30
クレオ大阪中央　  無料　  20 名（先着順）
電話、FAX、 、来館　  定員に達するまで　  どなたでも

クレオ大阪のおはなし会
⑮男女共同参画センター中央館　クレオ大阪中央［問合せ・申込み］P722

❖映画・舞台・コンサートにタッチ

③春の１日体験教室　参加者募集
本格的な工芸体験ができる１日体験教室を開催しています。
●吹きガラス…吹きガラス体験
●サンドブラスト…選べるグラスに模様を彫ろう！
●陶芸…陶器のうつわ
●バーナーワーク①…桜とハート模様のとんぼ玉ブローチ
●バーナーワーク②…ミクロモザイク
●ステンドグラス…お家のライトホルダー
●織物…シルクのエアリーショール
●金工…シルバーリングまたはピンブローチ
※�吹きガラスは約１週間後、陶芸は約１ヵ月半後の作品の引渡しに
なります。

3/5 ～ 5/28 の毎週日曜日　14:00 ～ 16:30
※隔週開催の教室もあります。詳しくはホームページをご覧ください。
※吹きガラスは① 14:00 ～ 15:15　② 15:15 ～ 16:30
※吹きガラスは 3/26、4/2・9 に午前中も開催します。
　① 10:00 ～ 11:15　② 11:15 ～ 12:30
クラフトパーク
2,500 ～ 4,000 円　※教室により異なります
２～ 12 名（先着順）　※教室により異なります。
電話、来館　  定員に達するまで
吹きガラス・サンドブラスト・陶芸・バーナーワーク②…小学１年
生以上
バーナーワーク①・織物…小学４年生以上
ステンドグラス・金工…小学５年生以上
※小学生は保護者同伴。ただし保護者は見学のみ。

④色糸でつくるソーラーライト（共催：パナソニック株式会社）
暮らしの中のエネルギーや太陽光発電のしくみを学びながら、織物
工房で使用する色糸を木の枝に織り、飾りをつけてソーラーライト
をつくります。

5/5（金・祝）　14:00 ～ 16:30

クラフトパーク
１組 2,000 円　  10 組 20 名（先着順）
電話、来館　  定員に達するまで
小学３年生～中学生と保護者　※１組２名

【お話し】原料となるカカオについて、チョコレートの作り方など詳
しく解説します。
【工作】大きなマーブルチョコレートのパッケージに塗り絵をして、
チョコを入れてお持ち帰りいただきます。
共催：株式会社明治

4/3（月）　① 13:00 ～ 13:40　② 14:30 ～ 15:10
難波市民学習センター
無料
各回30名　※申込多数の場合は抽選

、往復はがき、来館　  3/26（日）必着
小学４～６年生と保護者

※１度の申込で４名まで受付可能。
※会場内、学習センター内での試食はご遠慮ください。

【持ち物】色鉛筆

親子食育セミナー「カカオ・チョコレート教室」
⑬難波市民学習センター［問合せ・申込み］P718

堺の老舗「宝泉菓子舗」のオーナー指導で、「練りきり」を使った和
菓子に挑戦。桜の花やオリジナルの創作和菓子を３個作りましょう！！

3/26（日）　13:00 ～ 14:30
住之江会館
1,800 円　  20 名（先着順）　  電話
定員に達するまで
どなたでも（保護者同伴の場合は子ども１名＋大人１名）

・持ち物：三角巾、お手拭き、持ち帰り用の袋
・原材料（あずき、白いんげん、砂糖、もち米、着色料）

創作　和菓子教室
⑨住之江会館［問合せ・申込み］P717

わりばしでゴム銃を作り、射的ゲームを楽しみます。驚異の500連
発銃 ”ガトリングマシーン ”も体験できるよ！！

4/2（日）　13:30 ～ 15:00
住之江会館
700 円　  20 名（先着順）　  電話、FAX、 、来館
3/26（日）　  小学生以下　※低学年以下は保護者同伴

わりばしゴム銃作り＆射的ゲーム
⑨住之江会館［問合せ・申込み］P715

紙をくるくる巻いたペーパークイリングのパーツを作り、キーホル
ダーの中に飾ります。
ペーパークイリングのお花や葉っぱとキラキラしたビーズを入れて、
自分だけのキーホルダーを作りませんか？

4/15（土）　14:00 ～ 15:00 の間（所要時間 15 分程度）
総合生涯学習センター
350円　  20名（先着順）　  電話、FAX、 、来館
4/14（金）　  どなたでも

ペーパークイリングでキーホルダー作り
⑫総合生涯学習センター［問合せ・申込み］P716

赤ちゃん、小さなお子さまのためのコンサートです。
Mamʼs�Wind�Orchestra「clover」さんに出演いただき、どなた
でも気軽に音楽を楽しんでいただけるコンサートを開催します。ぜ
ひお越しください！

4/15（土）　14:00 ～（開場 13:30）
錦秀会　住吉区民センター　  無料　  300 名（当日先着順）
どなたでも

あのドレミコンサートがかえってきた！
⑯錦秀会　住吉区民センター［問合せ・申込み］P723

駅前映画会 UMEDA
⑫総合生涯学習センター［問合せ・申込み］P720

映画「こどもしょくどう」（93分）を上映します。“子ども食堂 ”は
すべての子どもが一人でも行ける食堂です。映画を通じて、貧困問
題や人と人とのつながりを考えましょう。（小学校高学年以上向け、
大人の方だけでも参加可能）

3/28（火）　14:00 ～ 15:40
総合生涯学習センター　第１研修室
無料　  50 名（先着順）　  電話、FAX、来館
定員に達するまで　  どなたでも
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❖キッズプラザ大阪のイベント

大阪くらしの今昔館のクイズに挑戦してみよう！全問正解でオリジナ
ルグッズをプレゼントします！

毎日　10:00 ～ 16:30　休館日：火曜日
大阪くらしの今昔館
無料
※ 入館料が別途要。大人 600 円、高・大生 300 円、中学生以下、

障がい者手帳等をお持ちの方（介護者１名を含む）、大阪市内在
住の 65 歳以上の方は無料（要証明）

申込不要　  どなたでも

大阪くらしの今昔館クイズ『チャレンジ　オッタ―！』
⑰大阪くらしの今昔館［問合せ・申込み］P724

❖その他イベントにタッチ

特別展に関連して、昭和・戦時期の様子を描いた紙芝居の公演とア
ニメの上映を行います。紙芝居は「昭和の窓」と「駐在さん」の２
本立て。アニメは「ガラスのうさぎ」を上映します。

紙芝居　3/21（火・祝）、26（日）　14:00 ～ 14:30
アニメ　3/23（木）、24（金）、28（火）～ 30（木）　14:00 ～ 15:23
ピースおおさか（大阪国際平和センター）　１階講堂
入館料（大人 250 円、高校生 150 円、65 歳以上、小・中学生、
障がい者の方は無料）
各日 160 名（当日先着順）　  どなたでも

・ まいど子でもカード提示で、18 歳未満のお子様の同伴者（２名まで）
は入館料無料。

・来館の際は必ずマスクをご着用ください。

春休み親子まつり
⑱ピースおおさか（大阪国際平和センター）［問合せ・申込み］P725

GWは世界旅行気分！？あつ～い地域のフルーツたちがお出迎え。
音楽や踊りのステージイベントや世界の料理店、雑貨の販売店も�
出店！
温室でもたくさんの熱帯地域のフルーツや植物を楽しめます。エキ
ゾチックな体験を咲くやこの花館で！
室内で楽しめるので、雨の日のお出かけにもぴったり！ベビーカー
や車椅子でも館内をお楽しみいただくことができます。

4/29（土・祝）～ 5/7（日）
10:00 ～ 17:00（入館は 16:30 まで）
休館日：月曜日
咲くやこの花館　1F フラワーホール他
無料
※ 入館料が別途要。大人 500 円、中学生以下、障がい者手帳等

をお持ちの方（介護者 1 名を含む）、大阪市内在住の 65 歳以上
の方は無料【要証明（生徒手帳、健康手帳、敬老優待乗車証等
の原本）】

※ 30 名以上は団体割引あり。
どなたでも

熱帯フルーツ展
⑥咲くやこの花館［問合せ・申込み］P726

28

下水道科学館では、下水道にまつわる「？」が「！」に変わる体験プ
ログラムを毎週開催しています。水をテーマにしたワクワク楽しい
ワークショップや実験など、ぜひ家族、お友だちみなさんで遊びに来
てください！

3/31（金）〔ふくらむボール入り♪ゆらゆらメッセージボトルを
つくろう〕他、詳細はホームページにて
下水道科学館　１階会議室、５階多目的ホール

（プログラムにより異なる）
無料
詳細はホームページにて

、来館　※詳細はホームページにて
詳細はホームページにて

楽しく学べる体験プログラム
⑲下水道科学館［問合せ・申込み］P727
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中央図書館  06-6539-3301　  06-6539-3335
 Osaka Metro「西長堀」

おたのしみ会
　  3/31（金） 15:30 ～ 16:00
　  中央図書館　1階おはなしのへや　  無料　
　  どなたでも　  10名（当日先着順）

北図書館
 06-6375-0410　  06-6371-3177
  Osaka Metro「天神橋筋六丁目」、 
シティバス「天神橋八丁目」

小さな子も楽しめるえほんのじかん
　  3/25（土）　11:00 ～ 11:30　
　  北図書館　2階読書室　  無料　  小学生、幼児と保護者　
　  10組（先着順・要申込）　  3/24（金）　17:00

都島図書館  06-6354-3229　  06-6354-7822
 シティバス「都島区役所前」

ふぁいとの絵本のじかん
　  4/5（水）　15:30 ～ 16:00　  都島図書館　絵本コーナー　
　  無料　  小学生、幼児と保護者　
　  16名（先着順・要申込）　  4/4（火）　19:00

福島図書館  06-6468-2336　  06-6468-5191
 Osaka Metro「野田阪神」、シティバス「福島区役所前」

マトリョーシカのおはなし会　  3/19（日）　11:00 ～ 12:00
　  福島区民センター　3階会議室（図書館と同じ建物）　
　  無料　  どなたでも（幼児は保護者同伴）
　  30名（先着順・要申込）　  3/18（土）　17:00

此花図書館  06-6463-3463　  06-6463-9688
 阪神「千鳥橋駅」、シティバス「千鳥橋」

キャロットクラブのおたのしみ会
　  3/25（土）　14:00 ～ 14:30　  此花図書館　絵本コーナー
　  無料　  小学生、幼児と保護者　
　  10名（先着順・要申込）　  3/24（金）　17:00

島之内図書館  06-6211-3645　  06-6212-5449
 Osaka Metro「長堀橋」

おたのしみ会
　  3/15 ～ 4/12の毎週水曜日　15:30 ～ 16:00
　  島之内図書館　多目的室　  無料　  小学生、幼児と保護者　
　  各日5組（先着順・要申込）　  各回前日19:00

港図書館  06-6576-2346　  06-6571-7915
 Osaka Metro・JR「弁天町」

春のこども会
　  4/29（土・祝）　10:30 ～ 11:30
　  ゆめホーム「ゆめ」かなえる港区民センター　2F会議室　橘　
　  無料　  小学生、幼児と保護者　  15名（当日先着順）

大正図書館  06-6552-1116　  06-6551-9362
 シティバス「大正区役所前」

どようおたのしみ会
　  3/18～4/8の毎週土曜日　14:00～14:30
　  大正図書館　おはなしの部屋　  無料　
　  小学生、幼児と保護者　  各日10名（先着順・要申込）
　  各回前日17:00　【3/10（金）　10:00から受付開始】

天王寺図書館
 06-6771-2840　  06-6771-3801
  Osaka Metro「谷町九丁目」、近鉄「大阪上本町」、 
シティバス「上本町八丁目」

ぼちぼちのおはなし会
　  3/25（土）　15:00 ～ 15:30　  天王寺図書館　2階集会室
　  無料　  小学生、幼児と保護者
　  12名（先着順・要申込）　  3/24（金）　17:00　

浪速図書館  06-6632-4946　  06-6632-4973
 Osaka Metro「大国町」

つよぽんのえほんげきじょう
　   3/26（日）　16:00 ～ 16:30　  浪速図書館　会議室　
　  無料　  どなたでも
　  10組（先着順・要申込）

西淀川図書館  06-6474-7900　  06-6477-0463
 JR「御幣島」、シティバス「御幣島駅」

ぽけっと　春のこども会
　  3/25（土）　11:00 ～ 11:45
　  西淀川図書館　多目的室　  無料　  どなたでも　
　  20名（先着順・要申込）　  3/24（金）　19:00

淀川図書館  06-6305-2346　  06-6305-9129
 阪急・シティバス・阪急バス「十三」

おはなしろうそくパッ！
　  3/25（土）　15:00 ～ 15:30
　  淀川図書館　2階集会室　  無料　  どなたでも　
　  15名（先着順・要申込）

東淀川図書館  06-6323-5476　  06-6323-1738
 阪急「淡路」

「とことこ」のかみしばいの時間
　  3/18（土）　14:00 ～ 14:30　  東淀川図書館　多目的室
　  無料　  幼児・小学生から大人まで　
　  10名（先着順・要申込）　  3/17（金）　16:00

東成図書館  06-6972-0727　  06-6972-0278
 Osaka Metro「今里」、シティバス「地下鉄今里」

おはなしの会（第4土曜日）
　  3/25（土）　14:00 ～ 14:30
　  東成図書館　多目的室　  無料　
　  どなたでも　  30名（当日先着順）

生野図書館  06-6717-2381　  06-6717-3119
 いまざとライナー・シティバス「大池橋」

かみしばいがはじまるよ！
　  3/28（火）　14:00 ～ 14:45　  生野図書館　会議室
　  無料　  どなたでも（幼児は保護者同伴）　
　  15名（先着順・要申込）　【3/14（火）　10:00から受付開始】

旭図書館
 06-6955-0307　  06-6955-0287
  Osaka Metlo「千林大宮」「関目高殿」、京阪「森小路」、 
シティバス「旭区役所」・「旭区民センター」・「森小路」

図書展示「春と新学期の本」展
　  3/1（水）　10:00 ～ 4/19（水）　19:00
　  旭図書館　閲覧室　  無料　
　  どなたでも　

城東図書館  06-6933-0350　  06-6933-0351
 Osaka Metro「蒲生四丁目」、京阪「野江」、JR「JR野江」

城東おはなしの会　春のおはなし会
　  4/15（土）　14:00 ～ 14:45　  城東図書館　多目的室
　  無料　  幼児・小学生から大人まで　  20名（先着順・要申込）　
　  4/14（金）　17:00　【3/18（土）　10:00から受付開始】

鶴見図書館  06-6913-0772　  06-6913-3975
  Osaka Metro「横堤」、シティバス「地下鉄横堤」「鶴見区役所前」

でんでんむしのおはなし会
　  3/26（日）　11:00 ～ 11:40
　  鶴見図書館　多目的室　  無料　
　  5歳以上（大人だけでも参加可）　  25名（先着順・要申込）

阿倍野図書館  06-6656-1009　  06-6656-1043
 Osaka Metro「阿倍野」、シティバス「阿倍野筋四丁目」

はねが動く昆虫を作ろう　リサイクル工作教室
　  3/24（金）　14:00 ～ 16:00　  阿倍野図書館　多目的室
　  無料　  小学生（小学2年生以下は保護者同伴）　
　  10名（先着順・要申込）　  3/23（木）　17:00

住之江図書館
 06-6683-2788　  06-6683-8840
  Osaka Metro「住之江公園」、 
シティバス「新北島一丁目」「南加賀屋四丁目」

パピヨンおはなし会
　  3/31（金）　13:30 ～ 15:00
　  住之江会館　和室　  無料　  どなたでも　
　  20名（当日先着順）

住吉図書館  06-6606-4946　  06-6606-6987
 JR「我孫子町」、南海「沢ノ町」

春休みおはなし会
　  3/26（日）　15:00 ～ 15:30
　  住吉図書館　多目的室　  無料　
　  どなたでも（幼児は保護者同伴）　  25名（当日先着順）

東住吉図書館  06-6699-7000　  06-6699-3222
 Osaka Metro「駒川中野」

春のおはなし会スペシャル
　  3/18（土）　14:00 ～ 15:00
　  東住吉会館　大会議室　  無料　  どなたでも　
　  20名（先着順・要申込）　  3/17（金）　19:00

平野図書館
 06-6793-0881　  06-6791-5038
  Osaka Metro「平野」、JR「加美」「平野」、 
シティバス「平野東一丁目」「平野公園前」

図書展示「入学・入園おめでとう！｣展
　  3/17（金）～ 4/19（水）
　  平野図書館　おはなしのへや展示コーナー　  無料　
　  どなたでも

西成図書館  06-6659-2346　  06-6659-8599
 Osaka Metro「岸里」

おたのしみ会　春の特別版
　  3/28（火）　11:00 ～ 11:45　  西成区民センター　会議室2-1
　  無料　  小学生、幼児と保護者　
　  20名（先着順・要申込）　  3/26（日）　12:00

❖図書館のイベント 電話もしくは来館申込方法



7 日時　  会場　  料金　  定員　  申込　  〆切　  対象　  メール　  ホームページ
 インターネット〈https://www.manabi.city.osaka.lg.jp〉（いちょうネット）

事業の名称、開催日時等は主催者の都合により
変更になることがあります。

❖問合せ・申込み先一覧
❶科学館� 掲載イベント

　　　　番号123
 06-6444-5656　  06-6444-5657　

〒530-0005　大阪市北区中之島4-2-1
 Osaka Metro「肥後橋」、京阪「渡辺橋」
 

❷自然史博物館� 掲載イベント
　　　　番号4

 06-4301-7285（大阪市総合コールセンター（なにわコール））
 06-6373-3302

〒546-0034　大阪市東住吉区長居公園1-23
 Osaka Metro・JR「長居」
 

❸鶴見区子ども・子育てプラザ� 掲載イベント
　　　　番号5

 06-6967-1033　  06-6967-1033　
〒538-0042　大阪市鶴見区今津中1-1-14

 JR「放出」
 

❹花と緑と自然の情報センター� 掲載イベント
　　　　番号6

 06-6694-8788　  06-6696-7405
〒546-0034　大阪市東住吉区長居公園1-23

 Osaka Metro・JR「長居」、近鉄「針中野」
 

❺長居植物園� 掲載イベント
　　　　番号78

 06-6696-7117　  06-6696-7405
〒546-0034　大阪市東住吉区長居公園1-23

 Osaka Metro・JR「長居」、近鉄「針中野」
 

❻咲くやこの花館� 掲載イベント
　　　　番号9�

 06-6912-0055　  06-6913-8711　
〒538-0036　大阪市鶴見区緑地公園2-163

 Osaka Metro「鶴見緑地」
 

❼阿倍野市民学習センター� 掲載イベント
　　　　番号�

 06-6634-7951　  06-6634-7954　
〒545-0052　大阪市阿倍野区阿倍野筋3-10-1-300 あべのベルタ3階

 Osaka Metro「阿倍野」「天王寺」、近鉄「大阪阿部野橋」
 

❽西成区子ども・子育てプラザ� 掲載イベント
　　　　番号�

 06-6658-4528　  06-6658-4528　
〒557-0033　大阪市西成区梅南1-2-6

 Osaka Metro「花園町」
 

❾住之江会館� 掲載イベント
　　　　番号���

 06-6683-2882　  06-6683-3606
〒559-0015　大阪市住之江区南加賀屋3-1-20　2階

 Osaka Metro「住之江公園」　  hbs.suminoe@gmail.com
 

�大阪市保健所管理課保健事業グループ� 掲載イベント
　　　　番号�

 06-6647-0648　  06-6647-0718
〒545-0051　大阪市阿倍野区旭町1-2-7-1000 あべのメディックス10階

 Osaka Metro「天王寺」、大阪シティバス「大阪公立大学附属病院」
 

大阪市立科学館 検索

毒展　大阪 検索

鶴見区子ども・子育てプラザ 検索

花と緑と自然の情報センター 検索

長居植物園 検索

咲くやこの花館 検索

大阪市立阿倍野市民学習センター 検索

西成区子ども・子育てプラザ 検索

大阪市立住之江会館 検索

ぜん息児水泳教室 検索

�クラフトパーク� 掲載イベント
　　　　番号�

 06-4302-9210　  06-4302-9212　
〒547-0012　大阪市平野区長吉六反1-8-44

  Osaka Metro「出戸」から大阪シティバスで 
「六反一丁目(クラフトパーク前)」、JR「久宝寺」、 
オンデマンドバス(専用アプリ、電話で予約)
 

�総合生涯学習センター� 掲載イベント
　　　　番号��

 06-6345-5004　  06-6345-5019　
〒530-0001　大阪市北区梅田1-2-2-500 大阪駅前第2ビル5階

  Osaka Metro「梅田」「西梅田」「東梅田」、JR「大阪」「北新地」、 
阪急・阪神「大阪梅田」
 

�難波市民学習センター� 掲載イベント
　　　　番号��

 06-6643-7010　  06-6643-7050　
〒556-0017　大阪市浪速区湊町1-4-1　OCATビル4階

  Osaka Metro「なんば」、JR「JR難波」、 
大阪シティバス「JR難波駅前」
 

�こども文化センター� 掲載イベント
　　　　番号�

 06-6460-7800　  06-6460-9630　
〒554-0012　大阪市此花区西九条6-1-20

 JR・阪神「西九条」
 

�男女共同参画センター中央館　クレオ大阪中央� 掲載イベント
　　　　番号�

 06-6770-7200　  06-6770-7705　
〒543-0002　大阪市天王寺区上汐5-6-25

 Ｏsaka Ｍetro「四天王寺前夕陽ケ丘」
 

�錦秀会　住吉区民センター� 掲載イベント
　　　　番号�

 06-6694-6100　  06-6694-6115　
〒558-0041　大阪市住吉区南住吉3-15-56

 JR「我孫子町」、南海「沢ノ町」
 

�大阪くらしの今昔館� 掲載イベント
　　　　番号�

 06-6242-1170　  06-6354-8601　
〒530-0041　大阪市北区天神橋6丁目4-20

 Osaka Metro・阪急「天神橋筋六丁目」、JR「天満」
 

�ピースおおさか（大阪国際平和センター）� 掲載イベント
　　　　番号�

 06-6947-7208　  06-6943-6080　
〒540-0002　大阪市中央区大阪城2-1

 Osaka Metro・JR「森ノ宮」
 

�下水道科学館� 掲載イベント
　　　　番号�

 06-6468-1156　  06-6468-1160　
〒554-0001　大阪市此花区高見1-2-53

  Osaka Metro「野田阪神」、JR「海老江」、 
阪神「淀川」「千鳥橋」
 

�キッズプラザ大阪� 掲載イベント
　　　　番号�

 06-6311-6601　  06-6311-6605　
〒530-0025　大阪市北区扇町2-1-7

 Osaka Metro「扇町」、JR「天満」
 

大阪市立クラフトパーク 検索

大阪市立総合生涯学習センター 検索

大阪市立難波市民学習センター 検索

大阪市立こども文化センター 検索

クレオ大阪中央 検索

錦秀会　住吉区民センター 検索

大阪くらしの今昔館 検索

ピースおおさか 検索

大阪市下水道科学館 検索

キッズプラザ大阪 検索



学校のことや友だちのことで悩みがある人は相談 てね！

発行/大阪市教育委員会　　令和5年3月10日

についての
お問い合わせ

▶ 大阪市教育委員会 生涯学習担当
　　〒550-0014 大阪市西区北堀江4-3-2　市立中央図書館４階　  6539-3345   6532-8520

▶ 大阪市立総合生涯学習センター（指定管理者：大阪教育文化振興財団・SPS共同事業体）
　　〒530-0001 大阪市北区梅田1-2-2-500　　  6345-5020   6345-5019

中央こども相談
センター

電話教育相談
こども専用

 4301-3140
 6944-2064

月～金　9：00～ 19：00
（祝日・年末年始を除く）

電話教育相談
保護者専用

 4301-3141
 6944-2064

月～金　9：00～ 19：00
（祝日・年末年始を除く）

メール
教育相談

24時間対応
不登校やいじめなどの悩みについて、パソコ
ンなどから電子メールでの相談をお受けし
ています。
大阪市こども青少年局ホームページから、
「メール教育相談」のバナーをクリックして
入力できます。

相談の返答は５日程度
かかります

（土・日・祝日・年末年始を除く）

24時間こどもSOSダイヤル  0120-0-7
なやみいおう

8310
年中無休　24時間対応

※一部のIP電話からはつながりませんの
で、電話教育相談にかけてください。

親力アップサイト
親力アップサイトには、子育てに役立つ情報がたくさん載っています！

子育て
家庭を
応援する

ご存じ
ですか？

お問い合わせ：大阪市教育委員会事務局生涯学習担当 　TEL 06-6539-3347 　FAX 06-6532-8520
親力アップサイト 検索 https://www.city.osaka.lg.jp/kyoiku/page/0000121316.html

新着情報 もうすぐ受付開始、現在募集中の講座の情報等が載っています。

コラム集
さまざまなテーマについてのコラムを掲載しています。

「働きながら子育てをするあなたにエールを」「ハッピーをかなえる 
スマホ ～子どもが安全にスマホと付き合うには」など

過去の講座の様子
これまで実施した講座の様子を紹介しています。

「子どもの能力を伸ばすほめ方、𠮟り方のコツ」「親子で学ぼう！ 
読書感想文講座」など

おうちでお手軽講座 自宅のパソコンやスマートフォンなどで気軽に学ぶことができます。
「発達が気になる子どものママ・パパへ」「子どもを伸ばす声のかけ方」など

子育てに関する相談窓口 子育てや教育に関する相談などの窓口を紹介しています。


