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インターネット〈https://www.manabi.city.osaka.lg.jp〉（いちょうネット）
定員会場 〆切日時 申込料金 交通 対象

メール ホームページ
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。1

「長居植物園案内（3月）」
①大阪市立自然史博物館 ［問合せ・申込み］P71

植物研究室の学芸員が長居植物園を案内し、その季節の植物の説明と
観察を手引きします。

�　�3/25（土）　14：30〜 16：00
　長居植物園（自然史博物館�玄関前ポーチ集合）
　無料（植物園入園料必要）
　どなたでも参加できます（小学生以下は保護者同伴）
　なし� 　直接会場へ

「大阪市域生き物調査～十三・西中島～」
②なにわECOスクエア ［問合せ・申込み］P72

みんなの記録が貴重な資料に。初めてでも、１回だけの参加も大歓迎！
都市の生きものを守るための基礎データづくりです。初めてでも、草や
虫、鳥のことを楽しく学べます。
今回は、十三・西中島で調査します。

�　�3/19（日）　10：00〜 15：00頃
　十三・西中島（集合：阪急「十三」駅　西口）�　無料
　どなたでも（中学生以下は保護者同伴、3〜 4km程度ゆっくり歩いて
移動できる方）
　先着15人　　FAX、　、

＃＃＃＃＃「＃＃＃＃＃＃＃」
＃＃＃＃＃＃ ［問合せ・申込み］P16・17##
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　往復ハガキ、電話、FAX、　、　、来館にて受付
　#######

にて受付　 3/17（金）

自然・科学にタッチ
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2
インターネット〈https://www.manabi.city.osaka.lg.jp〉（いちょうネット）

定員会場 〆切日時 申込料金 対象 メール ホームページ
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。

くらし・環境・スポーツにタッチ

「自然科学の基礎を訪ねる」
③大阪市立科学館 ［問合せ・申込み］P73

中・高・大学生が中心の科学館大好きクラブのメンバーが、科学館の展
示物をガイドします。

�　�3/25（土）　11：00〜 16：30　　大阪市立科学館　展示場
　当日は電気記念日協賛のため、展示場を無料で見学できます。
　どなたでも� 　なし� 　直接会場へ

平日（火～金） 土日祝
10：00～ ☆10:10 〜

11：00～ ☆（3/22 〜 4/7を除く） ◇※および3/22 〜 4/7
●11：10〜

12：00～ ☆ ☆

13：00～ ★ ★
◇※および3/22 〜 4/7

14：00～ ☆
◇

☆
◇※および3/22 〜 4/7

15：00～ ★ ★
◇※および3/22 〜 4/7

16：00～ ☆ ☆
17：00～ ★※日・祝のみ
※月曜休館(休日の場合は翌平日)
※プラネタリウムについては、投影スケジュールを変更する場合がありま
す。詳しくはホームページ、電話でお願いします。
※3/25（土）�10：10の回は会員専用のため投影はありません。

「プラネタリウム・サイエンスショー」
③大阪市立科学館 ［問合せ・申込み］P74

●「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お子様と、そのご家族におススメ
土日祝、3/22(水)〜4/7(金)　（約35分間入替制）
大阪市立科学館　プラネタリウムホール
大人600円、学生（高校・大学）450円、3歳以上中学生以下300円
300人

☆「プラネタリウム 見えない宇宙のミステリー～謎の光・X線をとらえろ～｣
※前半は今夜の星空解説

★「プラネタリウム 見上げよう！ 未来の星空 ―10万年後にタイムスリップ―｣
※前半は今夜の星空解説
3/2(木) 〜 5/28（日）　（約45分間入替制）
大阪市立科学館　プラネタリウムホール
大人600円、学生（高校・大学）450円、3歳以上中学生以下300円
各回300人

◇「サイエンスショー　動く？動かない？チカラの実験！｣
3/2(木)〜5/28（日）　（約30分間）
大阪市立科学館　展示場３階　サイエンスショーコーナー
大人400円、学生（高校・大学）300円、中学生以下無料
各回約100人

「親子のための絵本で話そう」
④大阪市立総合生涯学習センター ［問合せ・申込み］P75

親子で一緒に楽しめる絵本をお届けします。その後はお茶を飲みなが
らおしゃべりでほっこりしましょう。同室で見守り係が小さなお子さ
まをお世話するコーナーもあります。

�　�3/28（火）　10：00〜 12：00
　大阪市立総合生涯学習センター� 　無料
　小学校低学年とその保護者� 　親子10組(先着順)�
　電話、FAX、 または来館にて受付� 3/27（月）
共催：親力アップサポーター「ママsoda！」

「防災展（震災に備えて）」
⑤大阪市下水道科学館 ［問合せ・申込み］P76

震災への備えをパネルや映像でご紹介するイベントです。防災グッズ
の展示やご家族みなさんで参加できる防災クイズのコーナーもあり
ます。また、震度7の地震が体験できる起震車も登場します。
・防災ＤＶＤの上映　・パネル展　・防災クイズ
・起震車による地震体験（3/19のみ実施�14：00〜 16：00）
・豪雨体験（3/20のみ実施�10：00〜 16：00）

�　�3/11（土）〜 3/20（月・祝）　9：30〜 16：00
　大阪市下水道科学館　　無料　　どなたでも
　なし（地震体験及び豪雨体験は当日先着順）　　直接会場へ

「市長杯第７０回記念大阪シティレガッタ『春のボート体験教室』」参加者の募集
⑥経済戦略局スポーツ部スポーツ課『春のボート体験教室』係 ［問合せ・申込み］P77

桜ノ宮・大川流域で行われる『関西マスターズスポーツフェスティバル　
市長杯第70回記念大阪シティレガッタ』の関連イベントとして、競技用
ボートやドラゴンボートに乗ることができる体験教室を開催します。
①�一般の部（4人乗り）　②ドラゴンボートの部（20人乗り）

�　�4/15（土）　14：00〜 16：30（各組30分程度予定）
　桜ノ宮・大川流域
　大人（20歳以上）は、1,000円【保険料含む】
　　こども（小学生から19歳まで）は無料
　①小学４年生以上�②小学１年生以上
　①一般の部：・大人(満20歳以上)とこども(小学４年生〜中学生)のペア：

20組40人
　　　　　　　　・ファミリーなどのグループ(小学4年生以上の3〜 4人)：

40人
� ②ドラゴンボートの部：�大人(満20歳以上)または大人を1人以上含むペ

アやグループ（大人は1人で参加可能）：40人
　はがき、FAX、 にて受付
3/24(金)（ハガキは当日消印有効）

ハガキ、ファックスまたは大阪市ＨＰ掲載のURLから、参加希望の部（一般ま
たはドラゴンボート）・参加希望者全員の住所・氏名・年齢（学年）・連絡責任者
の電話番号を記入のうえ申し込み。

「八幡屋公園スポーツみどりフェスティバル2017」
⑦大阪市中央体育館 ［問合せ・申込み］P78

今年度で20周年を迎えた八幡屋スポーツパークセンター（八幡屋公園・
大阪市中央体育館・大阪プール）が感謝の気持ちを込めて行います。今
年は「スポーツとみどりと健康」をテーマに、家族一緒に楽しめるイベン
トをご用意させていただきます。ぜひ、お越しください。

�　�3/20（月・祝）
　　中央体育館エリア�10：00〜 16：30（最終受付16：00）
　　大阪プールエリア�11：00〜 19：00（最終受付18：00）
　大阪市中央体育館、大阪プールアイススケート場
　有料ゾーンアトラクションパスポート　500円　
　　※アイススケート場については有料ゾーンアトラクションパスポー

ト以外に大人（16歳以上65歳未満）は入場料500円＋貸靴代、子ど
も（16歳未満）・高齢者（65歳以上）は貸靴代が別途必要

　どなたでも　　なし　　直接会場へ

「心を鍛え、健全な精神を育む 少年・少女空手教室」
⑧東住吉会館 ［問合せ・申込み］P79

空手道の精神を重んじつつ、安全なスポーツとして心と体と技を鍛え、
挨拶・礼義を指導します。2020年東京オリンピック競技種目となり、こ
れからますます人気が高まりそう！！

�　�3/25 〜 6/10　第2・4土曜日　19：00〜 20：00
　東住吉会館　　3,600円　　小中学生　　30人
　電話、FAX、

＃＃＃＃＃「＃＃＃＃＃＃＃」
＃＃＃＃＃＃ ［問合せ・申込み］P16・17##

############################################
############################################
###################

�　�#/#（#）〜 #/##（#）�
##：## 〜 ##：##
　#######
　#######
　#######
　#######
　往復ハガキ、電話、FAX、　、　、来館にて受付
　#######

にて受付または来館にて受付　 3/22（水）
ジャージ等　動きやすい服装
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インターネット〈https://www.manabi.city.osaka.lg.jp〉（いちょうネット）

定員会場 〆切日時 申込料金 対象 メール ホームページ
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。

歴史・文化にタッチ 絵画・工作にタッチ

「お彼岸の屋台」
⑩大阪くらしの今昔館 ［問合せ・申込み］P711

「のぞきからくり」、「見世物小屋」、「宝引き」、「輪投げ」など、昔懐かし
い縁日の屋台はにぎやかです。

�　�3/18（土）、3/19（日）　13：00〜 16：00
　大阪くらしの今昔館　　無料　別途入館料は必要
　どなたでも。一部、輪投げなどは中学生以下対象です。　　なし
　直接会場へ

「ワークショップ」
⑩大阪くらしの今昔館 ［問合せ・申込み］P712

A 「ワークショップ『連鶴』鶴のつなぎ折り」　
切れ目を入れた折り紙で何羽もつながった鶴を折ります。

B 「ワークショップ『型ぬき』」
いろんな形の型ぬきで、きれいに型をぬきます。うまくいったらご
褒美があるよ。

C 「ワークショップ『すりこぎトンボ』」
昔のおもちゃ、すりこぎトンボを作ります。

D 「ワークショップ『一閑張りの小物入れ』」
竹かごに和紙を何度も張り重ねて作る一閑張りのかごに、色をつけ
てオリジナルの小物入れを作ります。

�　�A�3/19（日）　14：00〜 15：30　B�3/25（土）　13：30〜 15：00
　　C�4/2（日）　①13：00�②14：30　D�4/8（土）　①13：30�②14：30
　大阪くらしの今昔館
　A�100円　B�型抜き3枚�50円　C�300円　D�200円
　　※A・B・C・Dいずれも別途入館料が必要
　どなたでも
　A�先着15人　B�定員なし　C�先着各回10人　D�先着各回10人
　　※A・C・Dについては、当日12:00から参加券を販売します。�
　直接会場へ

「大阪歴史博物館のイベント」
⑨大阪歴史博物館 ［問合せ・申込み］P710

A 「スタンプラリー」　
常設展示には、展示内容にちなんだクイズが用意してあります。ク
イズに正解すると、歴史上の由緒（ゆいしょ）ある印をかたどったス
タンプをシートに押すことができます。

B 「ハンズオン」
各階の展示テーマにちなんで日替わりで行っています。10階では
「大極殿の土台をつくってみよう」、9階では「両替商になってみよう」、
7階では「大阪名所双六（すごろく）をやってみよう」など多彩なメ
ニューがあります。

C 「わくわく子ども教室『手作りおもちゃで遊ぼう』」
楽しみながら昔のおもちゃを作ったり、昔の遊びを体験できる教室
です。昔のおもちゃや遊びに詳しい「おもちゃ作りサポーター」がわ
かりやすく教えてくれます。

�　�A�開館日には毎日、9:30 〜 17:00の間、随時実施中。
　　　　（火曜日休館、祝日の場合は翌日休館）
　　B�開館日には毎日、実施中（火曜日休館、祝日の場合は翌日休館）。
　　　　�受付時間は10:15〜 12:45、13:30〜 16:00です。都合により中止

の日もあります。
　　C�3/18（土）　10:00 〜 15:30
　A・B�大阪歴史博物館�10・9・7階　C�大阪歴史博物館�1階エントランス
　A・B�無料。ただし、入場には常設展示観覧券が必要です。（中学生以下は無料）
　　　C�無料
　どなたでも　　なし　　直接会場へ

「第29回 大阪市立幼稚園こども絵画展」
⑪大阪市立大江幼稚園 ［問合せ・申込み］P713

大阪市立幼稚園全54園の園児の絵画や作品を展示します。のびのび
と自分の思いを表現しています。かわいい作品をご覧ください。

�　�3/4（土）〜 3/17日（金）（毎週月曜日は休館日）�
10：00〜 17：00まで（入館は16：30まで）　最終日は15：00まで。
　咲くやこの花館（鶴見緑地公園内）
　咲くやこの花館への入館料500円（中学生以下は無料）
　　※65歳以上の大阪市民と障がい者手帳をお持ちの方は無料。但し証

明するものが必要です。
　入館された方はどなたでもご覧になれます。
　なし� 　直接会場へ

「スイーツデコの小物たち（1コイン講座）」
⑫大阪市立阿倍野市民学習センター ［問合せ・申込み］P714

可愛いスイーツデコの手作り小物（写真フレーム・マグネットクリッ
プ等）を作ります。子どもさんから大人まで家族で楽しめる講座です。
1コイン（500円）で気軽に参加できます。

�　3/20（月・祝）10：00〜11：00　12：00〜13：00　14：00〜15：00
　　3/31（金）10：00〜11：00　12：00〜13：00　14：00〜15：00
　大阪市立阿倍野市民学習センター　ギャラリー　　500円
　どなたでも（未就学児のお子さまは保護者同伴でお願いします。）
　各回15人� 　電話、 または来館にて受付
定員に達し次第しめきらせていただきます。

「グルーデコお子様体験レッスン “キラキラ”キッズヘアーピン作り」
⑧東住吉会館 ［問合せ・申込み］P715

前髪を固定するのに丁度いい。スワロフスキーやお星様やリボンの
チャームで飾った可愛いヘアーピン。パッチンどめなのでお子様でも
安心。お好みのデザインで３本つくります。

�　4/1（土）　13：30〜 15：30� 　東住吉会館
　800円　　どなたでも（小学低学年�保護者同伴）　　25人�
　電話、FAX、 または来館にて受付　 3/29（水）
講師：西岡悠子

「リアル小学生とパパママ交流会！」
④大阪市立総合生涯学習センター ［問合せ・申込み］P716

親子で一緒にスクラップブッキングや、牛乳パックと輪ゴムを使ったぴょ
んぴょんガエルをつくろう！パパママ同士が普段の子育てについてお話
できる交流タイムもあります。家族みんなで参加してね！

�　4/4（火）　10：00〜12：00　　大阪市立総合生涯学習センター
　500円　　親子　　10組(先着順)
　電話、FAX、 または来館にて受付　 4/3（月）
電話・FAX・来館の場合⇒講座名、お名前、住所、電話番号、お子さまのお名
前、年齢をご記入のうえ、お申込みください。
インターネットの場合⇒いちょうネットの「講座・イベント情報」より所定
事項を入力してお申し込みください。
共催：親力アップサポーター「MAZU」
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4
インターネット〈https://www.manabi.city.osaka.lg.jp〉（いちょうネット）

定員会場 〆切日時 申込料金 対象 メール ホームページ
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。

映画・舞台・コンサートにタッチ

その他イベントにタッチ

こども劇場 音楽「タンバリン博士のおんがくかい」
⑭大阪市立こども文化センター ［問合せ・申込み］P718

誰にでもすぐ鳴らせる楽器から、魔法のようなリズムや音色が★世界
中の珍しいタンバリンが登場する、楽しさ満点の音楽会です♪

�　3/12（日）　14：00〜15：00　　大阪市立こども文化センター
　こども500円（0歳〜中学生まで、膝の上は無料）�おとな1,000円
　どなたでも（中学生未満は保護者同伴。大人だけの申込み可）
　378人　　往復はがき、FAX、 または来館にて受付
定員に達し次第

●一時保育：無
●�その他特記事項：車いす席希望の場合は申込時にご明記ください。�
（スペース満了時はお受けできない場合があります）

「はじめましてオーケストラ～大阪フィルと中学生の共演～」
⑮大阪フィル・チケットセンター ［問合せ・申込み］P719

日本を代表するオーケストラである大阪フィルハーモニー交響楽団と、
市内中学校吹奏楽部から選抜された中学生のみなさんが共演し、解説
を交えながら親しみやすいオーケストラ作品を中心に演奏します。

�　3/20（月・祝）　15：00開演　　ザ・シンフォニーホール
　年齢にかかわらずお一人様８００円　��　1,100人
　電話、来館または にて受付　 定員に達するまで
※平日10：00〜18：00　土曜10：00〜13：00　月・祝は休業

「オオサカ・シオン・ウインド・オーケストラ ワンダフルコンサート～低音の魅力Ⅱ～」
⑯一般社団法人 大阪市音楽団 ［問合せ・申込み］P720

響（ひび）けユーフォニアム！�轟（とどろ）けチューバ！�シオンならではのス
ペシャルアンサンブルでおなじみのクラシックや軽快なポップスの名曲
を楽しみませんか？【プログラム】バッハの小フーガト短調、スティーブ
ンスのマンハッタン組曲ほか

�　3/15（水）　14：00〜、19：00〜�2回公演　　シオンなぎさのホール
　入場料1,000円（各回）　 ファミリー　　200人（各回）
　電話にて受付　 開催日当日まで
楽器編成：ユーフォニアム（金管楽器）２本、チューバ（世界最大の金管楽器）２
本が奏でるふくよかで柔らかい低音サウンドをお楽しみいただけます！

「バロック音楽のおはなしポップンパーク」
⑫大阪市立阿倍野市民学習センター ⑰大阪市立難波市民学習センター ［問合せ・申込み］P721

本格的な美しいバロック音楽の生演奏に、明るく元気な歌のお姉さん
「みっちゃん」「こまめちゃん」による優しい読み聞かせで、絵本の世界
をお届けします。

�　大阪市立阿倍野市民学習センター　3/22（水）
大阪市立難波市民学習センター　3/20（月・祝）、3/23（木）
いずれも14：00〜 15：00（開場30分前）
　大阪市立阿倍野市民学習センター、大阪市立難波市民学習センター
　無料　　子どもと保護者　　120人
　 または来館にて受付　 定員になり次第、締切
大阪市立阿倍野市民学習センターにて3/22（水）「やさいの冒険」の絵本を
テーマに開催します。大阪市立難波市民学習センターにて、3/20（月・祝）は
「ちいさいおうち」、3/23（木）は「公爵夫人のふわふわケーキ」の絵本をテー
マに開催します。（各回募集）

「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］P722

映画を見て、戦争と平和の大切さについて考えてみよう。
今回は、野坂昭如戦争童話集から①「青いオウムと痩せた男の子の話」
（25分）と②「干からびた象と象使いの話」（24分）を上映するよ。

�　①3/28（火）〜30（木）、②4/2（日）・4（火）・5（水）　各日14：00〜
　ピースおおさか(大阪国際平和センター )　１階講堂
　小・中学生は無料(大人250円、高校生150円、65歳以上・障がい者の方
は無料)
　どなたでも　　各日250人　　申込不要、直接会場へ
まいど子でもカード持参で、18歳未満の子どもと同伴の方(2名)は入館無料

「ランチタイムコンサート @うめだ」
④大阪市立総合生涯学習センター ［問合せ・申込み］P723

小さなお子さんと、ママ・パパも一緒に楽しめるコンサートです。
お子さんとマットの上でくつろぎながら、聞いていただけますよ。
アットホームな手作りコンサート、是非一度来て下さいね♪�
♬今回はピアノ連弾です。

�　4/22日（土）　12：15〜 13：00
　大阪市立総合生涯学習センター　ロビー　※簡易授乳室あり
　無料　　どなたでも　　60人（先着順）
　電話、FAX、 または来館にて受付。申込み開始：3/18（土）〜��
申込みは、子どもを含む5人まで。電話番号、お子さんの年齢をお知らせ下
さい。

「森の宮遺跡展示室の一般公開」
⑲大阪市教育委員会事務局文化財保護課 ［問合せ・申込み］P724

森ノ宮ピロティホールの地下にある展示室では、発くつ調査で見つかっ
た、縄文（じょうもん）〜弥生（やよい）時代の人たちが食べたたくさんの
貝のからや、昔の人のほね、魚とりや狩(か)りに使った道具などを見学で
きます。

�　3/18（土）　11:00〜 15:00
　森の宮遺跡展示室
（大阪市中央区森ノ宮中央１－１７－５　森ノ宮ピロティホール）
　無料� � � 　どなたでも
　なし（申し込み不要）�� � 　直接会場へ

「春の１日体験教室 参加者募集」
⑬大阪市立クラフトパーク ［問合せ・申込み］P717

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。
●サンドブラスト…オリジナル模様のグラスをつくろう！
●ステンドグラス…ミニテラリウム
●バーナーワーク…とんぼ玉根付
●陶芸…陶器のうつわ
●金工…銀の指輪または鎚目模様のバングル
※陶芸は約1ヶ月半後の作品引渡しになります。

�　4/2（日）〜 8/6（日）の毎週日曜日　14：00〜 16：30
※陶芸は14：00〜 16：00の開催時間です。
※サンドブラスト・ステンドグラス・金工は隔週開催です。
　大阪市立クラフトパーク
　参加費：2,000〜 3,700円（材料費含む）�※教室により異なります。
　サンドブラスト…小学1年生以上
バーナーワーク・ステンドグラス・金工…小学5年生以上
陶芸…16歳以上
※小学生は保護者同伴
　2〜12人（先着順）�※教室により異なります。
　電話または来館にて受付
※定員に空きがあれば当日でも受付できます。
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キッズプラザ大阪のイベント

◆臨時開館のお知らせ
キッズプラザ大阪では、3月27日・4月3日は月曜日で通
常は休館日ですが、臨時開館します。ぜひ、皆様おそろ
いでキッズプラザ大阪へお越しください。

※入館料　大人（高校生以上）1,400円 　小・中学生800円 
　　　　　幼児（3歳以上）500円

◆開館日を増やします
平成29年4月より、第2・第3月曜日を休館日とします。
また、土曜日・日曜日・祝日の開館時間については、17:00までに変更します。
●平成29年4月以降

【休館日】第2・第3月曜日、8月は第4月曜日（ただし、祝日の場合翌日）
【開館時間】9:30 〜 17:00（ただし、入館券の発売は閉館45分前まで）
●平成29年3月まで

【休館日】毎週月曜日（ただし、祝日の場合翌日）
【開館時間】［平日］9:30 〜 17:00 ［土日祝]9:30 〜 19:00（ただし、入
館券の発売は閉館45分前まで）

「イースターナイトＺＯＯ」
⑳天王寺動物園 ［問合せ・申込み］P725

天王寺動物園では、イースターを楽しんでもらうために、イースターナ
イトＺＯＯを開催します。午後8時まで開園し、動物イベントや音楽イベ
ントなど、いろいろなイベントも行います。

�　3/18（土）、19（日）、20（月・祝）、25（土）、26（日）　各日20：00まで
　天王寺動物園
　動物園入園料　大人500円、小中学生200円、未就学児無料
ただし、大阪市内在住・在学の小中学生、市内在住の65歳以上の方、障
がい者手帳などをお持ちの方は無料【要証明書提示】
　どなたでも　　なし　　直接会場へ

「春のMakanai（まかない）マルシェin鶴見緑地」
�鶴見緑地パークセンター ［問合せ・申込み］P726

有名料理店のまかないごはんをはじめ全国各地のグルメが勢ぞろい♪
日頃食べられないお料理を食べに行こう！�また、乗馬苑の馬によるパ
レード「馬のデモンストレーションウォーク」も開催します。

�　3/25（土）・26（日）　10:00〜 17:00　※小雨決行�荒天中止
　花博記念公園　鶴見緑地　　入場無料　　どなたでも
　なし　　申込不要、直接会場へ

「えほんの遊園地 まいにちわーくしょっぷ♪ くうそうおもちゃづくり」
�キッズプラザ大阪 ［問合せ・申込み］P728

身のまわりのものをつかって、かわいいおもちゃを作りましょう♪
�　3/24（金）〜4/6（木）�11：00〜12：00／13：00〜15：00（最終受付14：30）
※3/28、3/29、4/2（特別プログラム）は除く
　5F�キッズプラザホール
　無料　※入館料別
　どなたでも（就学前の子どもは保護者同伴）
　50人�※材料が無くなり次第終了　　直接会場へ
自由入場・先着順で随時受付（混雑時は入場制限あり）

春の企画展 2017「えほんの遊園地～絵本であそぼう！ カタチであそぼう！～」
�キッズプラザ大阪 ［問合せ・申込み］P727

絵本のなかから飛び出した！？不思議で楽しい“えほんの遊園地”へようこ
そ！�約500冊のいろんな絵本とダンボールの遊具がいっぱいだよ。さぁ、
この春休みは、キッズプラザ大阪でおとなもこどもも一緒に遊ぼう！�

�　3/24（金）〜4/6（木）　10：00〜 16：00（最終受付15：30）
　5F�キッズプラザホール他
　無料　※入館料別
　どなたでも（就学前の子どもは保護者同伴）
　なし　　直接会場へ
自由入場（混雑時は入場制限あり）

「つながっていこう！」
�キッズプラザ大阪 ［問合せ・申込み］P731

いろんな形のダンボールのパーツをどんどん！いっぱい！つなげよう！いろ
んなひとともつながって・・・さあ、楽しいあそびがはじまるよ♪

�　4/16（日）まで
※毎週火曜、休館日、特別プログラム実施日は除く
※春休み期間（3/25〜4/9）は【土日祝春休み版】で毎日実施
【土日祝春休み版】11：00〜16：30（最終受付16：00）
【平　日】10：30〜16：00（最終受付15：30）
　3F�創作工房
　無料　※入館料別　
　どなたでも（就学前の子どもは保護者同伴）
　【土日祝春休み版】15人（混雑時は入場制限あり）
【平　日】20人（混雑時は入場制限あり）
　直接会場へ
30分ごとに先着順で随時受付（原則、参加者ご本人がお並びください）

「～お茶の世界を味わおう～ 抹茶のクッキー作り♪」
�キッズプラザ大阪 ［問合せ・申込み］P729

みんなは、“まっちゃ”が何からできているのか知っているかな？かわいい
抹茶のクッキーを作りながら、“おちゃ”の世界をのぞいてみよう！（使用
食材：抹茶、豆乳、米油、上白糖、薄力粉、ベーキングパウダー）

�　3/18（土）〜7/17（月・祝）　10：45〜12：00／14：15〜15：30
毎週土･日･祝　※休館日、特別プログラム実施日（5/3〜7）は除く
　4F�パーティーキッチン
　400円　※入館料別
　4歳〜小学生　　各回20人　　直接会場へ
各回開始30分前から先着順で参加券を販売�(原則、参加者ご本人がお並び
ください)

「えほんの遊園地 特別ワークショップ」
�キッズプラザ大阪 ［問合せ・申込み］P730

A 「えほんの遊園地 特別ワークショップⅠ 『へんしんトンネル』絵本ワー
クショップ One Book One OSAKA2015第1位！」
　第5回One�Book�One�OSAKAで第1位！に選ばれた『へんしんトン
ネル』の楽しいワークショップだよ！�絵本のお話を聞いて、ボクのワタ
シの『へんしんカード』を作ろう！

B 「えほんの遊園地 特別ワークショップⅡ 絵本の世界へよっといで♪ 
～たのしい絵本のよみがたりの時間～」
　絵本の世界へよっといで♪春の訪れとともに、森のどうぶつたちも楽
しく遊んでいるよ。さぁ、絵本をよんで、みんなでいっしょに夢の国で
遊びましょう。

C 「えほんの遊園地 特別ワークショップⅢ ○△□な絵本づくり」
　パッケージデザイナーと一緒に、自分だけのおしゃれな絵本を作ろう！

�　A�3/28（火）11:00〜11:45／14:00〜14:45�
 B �3/29（水）11:00〜11:30／14:00〜14:30
 C�4/2�（日）11:00〜12:00／13:00〜14:00／14:30〜15:30
　A・B・C��5F�キッズプラザホール
　A・B�無料　※入館料別
　　C�500円　※入館料別
　A�2歳以上の子どもとその保護者

B・C�どなたでも（就学前の子どもは保護者同伴）
　A�各回12組�B�各回20人�C�各回12人　　直接会場へ
A�各回開始30分前から先着順で受付（代表者がお並びください）
 B �各回開始15分前から先着順で受付
 C�各回開始30分前から先着順で参加券を販売（代表者がお並びください）
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図書館のイベント
中央図書館 6539-3301　 6539-3336

地下鉄「西長堀」
春のおたのしみ会「どんぐりんの人形劇とラブリーシアター」

 3/19（日） 15：00〜16：00 1回  無料
 子どもと保護者  当日先着80人

北図書館 6375-0410　 6371-3177
地下鉄「天神橋筋六丁目」 市バス「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 1回  無料
 小学校低学年までの子どもと保護者  当日先着50人

都島図書館
6354-3229　 6354-7822
  JR「大阪城北詰」 京阪・JR・地下鉄「京橋」 
市バス「都島区役所前」

おはなしらんらんの絵本の読み語り
 3/22（水） 15：30〜16：00 １回  無料
 幼児・小学生と保護者  当日先着40人  申込不要

福島図書館 6468-2336　 6468-5191
  地下鉄「野田阪神｣ 市バス「福島区役所前」

土曜日のえほんのじかん
 3/18（土） 15：00〜15：30 １回  無料
 幼児から  当日先着30人  申込不要

此花図書館 6463-3463　 6463-9688
阪神「千鳥橋」 市バス「千鳥橋」

キャロットクラブのにんぎょうげき
 3/24（金） 14：00〜14：30 1回  無料
 小学生、幼児と保護者  約30人  申込不要、当日先着順

島之内図書館 6211-3645　 6212-5449
地下鉄「長堀橋」

おたのしみ会
 3/15（水）・22（水）・29（水） 4/5（水）・12（水） 15：30〜16：00 5回
 無料　  幼児と保護者、小学生　  30人　  申込不要、当日先着順

港図書館 6576-2346　 6571-7915
  JR・地下鉄「弁天町」 市バス「港区民センター前」

おたのしみ会
 3/15（水）・22（水）・29日（水） 4/5（水）・12（水） 15：30〜16：00 5回
 無料　  幼児と保護者、小学生　  当日先着30人

大正図書館 6552-1116　 6551-9362
  市バス「大正区役所前」

土曜おたのしみ会
 3/18（土）・25（土） 4/1（土）・8（土）・15（土） 14：00〜14：30 5回
 無料　  幼児と小学生・保護者　  当日先着20人

天王寺図書館
6771-2840　 6771-3801
地下鉄「谷町九丁目」 近鉄「大阪上本町」
市バス「上本町八丁目」

ぼちぼちのおはなし会　
 3/25（土） 15：00〜15：30 1回  無料
 小学生・幼児と保護者  25人  申込不要、当日先着順

浪速図書館 6632-4946　 6632-4973
地下鉄「大国町」

春の子ども会「どんぐりんのラブリーシアター」
 3/25（土） 14：00〜15：00 1回  無料
 小学生、幼児と保護者  50人  申込不要、当日先着順

西淀川図書館 6474-7900　 6477-0463
  JR「御幣島」 市バス「御幣島駅」

パタポンおはなし会
 3/18（土） 14：00〜14：30 1回
 無料　  どなたでも　  当日先着50人

淀川図書館 6305-2346　 6305-9129
阪急「十三」 市バス「十三」

おはなしわんわん―幼児のためのおたのしみ会―
 3/18（土） 11：00〜11：30 1回　  無料
 幼児と保護者　  30人　  事前申込不要、当日先着順

東淀川図書館 6323-5476　 6323-1738
阪急「淡路」 市バス「東淡路1丁目」

リサイクル工作教室　ビーゴマづくり
 3/25（土） 10：30〜12：00 1回　  無料　  20人　  電話か来館にて
 子どもから大人まで（ハサミが使えない子どもは保護者同伴）
 3/11（土） 10：00より来館・電話で受付開始、定員に達し次第申込受付終了

持ってきてほしいもの：不要CD２枚、コンパス（あれば）

東成図書館 6972-0727　 6972-0278
地下鉄「今里」

パンジーおはなし会ジュニアによるおはなし会　
 3/26（日） 14：00〜16：00 1回　
 無料　  どなたでも　  当日先着100人

生野図書館 6717-2381　 6717-3119
市バス「大池橋」

かみしばいがはじまるよ！　
 3/28（火） 14：00〜15：00 1回　  無料　  どなたでも　  当日先着60人

旭図書館
6955-0307　 6955-0287
地下鉄「千林大宮」 「関目高殿」 京阪「森小路」
市バス「旭区役所」「区民センター前」「森小路」

春のおはなし会　　
 3/25（土） 14：00〜14：40 1回　　
 無料　  どなたでも　  当日先着100人

城東図書館 6933-0350　 6933-0351
地下鉄「蒲生四丁目」

城東図書館リニューアル1周年記念「どんぐりんの人形げきとラブリー★シアター」
 3/18（土） 14：00〜15：00 1回　  無料　  どなたでも　  当日先着60人

鶴見図書館 6913-0772　 6913-3975
地下鉄「横堤」

戦争中の子どもたちの生活
 3/25（土） 14：00〜15：15 1回　  無料　  どなたでも　  当日先着50人

阿倍野図書館 6656-1009　 6656-1043
地下鉄「阿倍野」 市バス「阿倍野筋4丁目」

きみもマジシャンになろう！～身近なものを使って、エコ・マジックに挑戦！～
 3/26（日） 14：00〜16：00 1回　  無料
 小学生以上（ただし小学1・2年生は保護者同伴）　  20人
 電話か来館にて受付中　   定員に達し次第受付終了

住之江図書館 6683-2788　 6683-8840
地下鉄「住之江公園」 市バス「南加賀屋四丁目」

春休み！ えほんのじかんデラックス
 住之江会館和室　  3/24（金） 11：00〜11：30 1回　  無料
 乳幼児・小学生と保護者　  50人　  申込不要、当日先着順

住吉図書館 6606-4946　 6606-6987
南海「沢ノ町」

春休みおはなし会
 3/30（木） 15：00〜15：30 1回　  無料　  どなたでも　  当日先着50人

東住吉図書館 6699-7000　 6699-3222
地下鉄「駒川中野」

春のえほんひろばとおはなし会
 3/25（土） 13：00〜15：30（おはなし会は13：30〜14：00） 1回
 東住吉会館　大会議室　
 無料　  どなたでも　  当日先着50人

平野図書館 6793-0881　 6791-5038
市バス「平野東一丁目」 「平野公園前」 JR「平野｣ 「加美」

キッズシアターかみふうせんのおたのしみ会
 3/25（土） 10：30〜11：00 1回　
 無料　  幼児･小学生と保護者　  当日先着80人

西成図書館 6659-2346　 6659-8599
地下鉄「岸里」

きみもマジシャンになろう！ ～身近なものを使って、エコ・マジックに挑戦！～
 西成区民センター会議室2-1　  3/30（木） 14：00〜16：00 1回　  無料　
 小学生以上（ただし小学1、2年生は保護者同伴）　  20人　
 電話か来館にて受付中（定員に達し次第受付終了）
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定員会場 〆切日時 申込料金 交通 対象 メール ホームページ
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。

お問合せ・申込み先 一覧
①大阪市立自然史博物館� 掲載イベント

番号 1

 06-6697-6221  06-6697-6225
〒546-0034　大阪市東住吉区長居公園1番23号　

 地下鉄・JR「長居」
 大阪市立自然史博物館 検索

②なにわECOスクエア� 掲載イベント
番号 2

 06-6915-5820  06-6915-5824
〒538-0036 
大阪市鶴見区緑地公園2-135 花博記念公園鶴見緑地内

 地下鉄「鶴見緑地」　  eco-sq@naniwa-ecostyle.net
 なにわECOスクエア 検索

③大阪市立科学館� 掲載イベント
番号 3 4

 06-6444-5656  06-6444-5657
〒530-0005　大阪市北区中之島4-2-1

 地下鉄「肥後橋」、京阪「渡辺橋」
 大阪市立科学館 検索

④大阪市立総合生涯学習センター� 掲載イベント
番号 5 16 23

 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

  地下鉄「梅田」・「西梅田」・「東梅田」、JR「大阪」「北新地」、阪神・阪急「梅田」
 大阪市立総合生涯学習センター 検索

⑤大阪市下水道科学館� 掲載イベント
番号 6

 06-6466-3170  06-6466-3165
〒554-0001　大阪市此花区高見1-2-53

 阪神「淀川」
 大阪市下水道科学館 検索

⑥経済戦略局スポーツ部スポーツ課『春のボート体験教室』係� 掲載イベント
番号 7

 06-6469-3882  06-6469-3898
大阪市福島区野田1-1-86 大阪市中央卸売市場本場業務管理棟9階

 JR環状線「野田」駅・地下鉄千日前線「玉川」駅

⑦大阪市中央体育館� 掲載イベント
番号 8

 06-6576-0800  06-6576-0080
〒552-0005　大阪市港区田中3-1-40

 地下鉄「朝潮橋」駅　下車すぐ（2A出口降りる）
 八幡屋公園 検索

⑧東住吉会館� 掲載イベント
番号 9 15

 06-6699-1100  06-6697-8080
〒546-0032　東住吉区東田辺2-11-28

 地下鉄「駒川中野」　  higashisumiyoshi@house-bs.co.jp
 東住吉会館 検索

⑨大阪歴史博物館� 掲載イベント
番号 10

 06-6946-5728  06-6946-2662
〒540-0008 大阪市中央区大手前4丁目1-32

 地下鉄「谷町四丁目」
 大阪歴史博物館 検索

⑩大阪くらしの今昔館� 掲載イベント
番号 11 12

 06-6242-1170  06-6354-8601
〒530-0041　大阪市北区天神橋6-4-20 住まい情報センター 8階

 地下鉄・阪急「天神橋筋6丁目」
 大阪くらしの今昔館 検索

⑪大阪市立大江幼稚園� 掲載イベント
番号 13

 06-6771-4988  06-6771-0507
大阪市天王寺区四天王寺1-11-108

⑫大阪市立阿倍野市民学習センター� 掲載イベント
番号 14 21

 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

  地下鉄「阿倍野」・「天王寺」、JR「天王寺」、近鉄「大阪阿部野橋」阪堺電軌「阿倍野」
 大阪市立阿倍野市民学習センター 検索

⑬大阪市立クラフトパーク� 掲載イベント
番号 17

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

 地下鉄「出戸」〜市バス「六反一丁目（クラフトパーク前）」
 クラフトパーク 検索

⑭大阪市立こども文化センター� 掲載イベント
番号 18

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

 JR環状線・阪神なんば線「西九条」駅
 こども文化センター 検索

⑮大阪フィル・チケットセンター� 掲載イベント
番号 19

 06-6656-4890 
 地下鉄「岸里」駅及び各線「天下茶屋」駅
 大阪フィル 検索

⑯一般社団法人�大阪市音楽団� 掲載イベント
番号 20

 0800-919-5508/06-7668-5540  06-7668-5489
〒559-0034　大阪市住之江区南港北2-1-10 ITM棟2-A

 南港ポートタウン線「トレードセンター前」
 info@shion.jp
 一般社団法人大阪市音楽団 検索

⑰大阪市立難波市民学習センター� 掲載イベント
番号 21

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

  地下鉄「なんば」、南海「難波」、近鉄・阪神「大阪難波」、JR「JR難波」、市バス「JR難波駅前」
 大阪市立難波市民学習センター 検索

⑱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 22
 06-6947-7208  06-6943-6080

〒540-0002　大阪市中央区大阪城2-1
 JR・地下鉄「森ノ宮」
 ピースおおさか（大阪国際平和センター） 検索

⑲大阪市教育委員会事務局�文化財保護課�掲載イベント番号 24
 06-6208-9166  06-6201-5759

〒540-0003　大阪市中央区森ノ宮中央1-17-5
 地下鉄・JR「森ノ宮」
 大阪市教育委員会事務局 文化財保護課 検索

⑳天王寺動物園� 掲載イベント
番号 25

 06-6771-8401  06-6772-4633
〒543-0063　大阪市天王寺区茶臼山町1-108

 各線「天王寺」・「動物園前」・「恵美須町」・「新今宮」
 天王寺動物園 検索

�鶴見緑地パークセンター� 掲載イベント
番号 26

 06-6911-8787  06-6911-8714
〒538-0036　大阪府大阪市鶴見区緑地公園2-163

 地下鉄「鶴見緑地」
 つるみりょくち 検索

�キッズプラザ大阪� 掲載イベント
番号 27 28 29 30 31

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

 地下鉄「扇町」、JR「天満」
 キッズプラザ大阪 検索
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学校のことや友だちのことで悩みがある人は相談してね！

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（土・
日・祝日・年末年始を除く）

かかります。

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。

▶ 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タッチ

についての
お問い合わせ

▶ 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

発行/大阪市教育委員会　平成29年3月10日

大阪市では、女性が地域活動においてリーダー的な役割を担い活躍することを応援する「女性チャレンジ応援拠点」をクレオ
大阪中央内に開設しています。拠点では、地域活動への参画に関心や意欲のある女性等のチャレンジをサポートするため、専
門のコーディネーターやスタッフを配置して、相談業務を行うとともに、ワークショップ・交流会等を開催し、地域で活躍中の女
性や企業、NPO、大学、支援組織等との交流を通じて、知識・ノウハウの習得や活動のレベルアップ等につなげていきます。
◦相談方法…�来場（予約は必要ありません）いただいての相談のほか、電話・ファクス（06-7659-9640）、メール（women-

kyoten@danjo.osaka.jp）による相談を受け付けます。
◦場　　所…�大阪市立男女共同参画センター中央館（クレオ大阪中央）4階（天王寺区上汐 5-6-25）

＜最寄駅＞地下鉄「四天王寺前夕陽ヶ丘」駅下車 ①②出口から北東へ徒歩約3分
◦開設曜日及び時間…【火曜日・金曜日】午前10時30分から午後0時30分まで

【水曜日】午後6時から午後8時まで 
【木曜日・土曜日】午後1時から午後3時まで
※ただし、大阪市立男女共同参画センター中央館の休館日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年
法律第178号）に規定する休日を除く。休館日は、月曜日（その日が祝休日の場合は除く。）、祝休日の
翌日（日曜日又は休日にあたる場合は除く）、年末年始（12月29日〜翌年1月3日）

お互いの
人権守って
明るい社会

広告
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