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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。

自然・科学 にタッチ

1 夏休みの集い
①大阪市下水道科学館 ［問合せ・申込み］P16・17

下水道クイズラリーや、微生物の観察などで下水処理のしくみを
学んでいただきます。夏休みの自由研究にもぴったりのイベント
です。
①下水道クイズラリー　②微生物の観察　③水の科学実験
7/30（日）　9：30～ 16：30	 大阪市下水道科学館
無料	 どなたでも	 なし

2
講演会：南極（なんきょく）ってどんなところ？ 南極（なんきょく）の氷（こおり）ってどんなん？
②大阪市立西区民センター ［問合せ・申込み］P16・17

第55次日本南極地域観測隊越冬隊通信担当だった久保田弘さ
んの南極ってどんなところ？～日本南極地域観測隊に参加し	
て～というお話の会です。コップに入れた南極の氷に水を注ぎ、
氷の中の何万年も前の南極の空気とはじける音の体験もありま
す。（質問の時間も用意しています）
8/20（日）　13：30～ 16：00
大阪市立西区民センター　1Fホール	 200円
どなたでも（小学生以下保護者同伴）	 300人
電話または来館にて受付。
8/20（日）（申込先着順ですが、当日まで受付・問い合わせ可能）

※「資料提供：国立極地研究所」演題：南極ってどんなところ？～日
本南極地域観測隊に参加して～　講師：第55次日本南極地域観
測隊　越冬隊通信担当　久保田　弘氏

一時保育なし

3 夏休み 親子実験教室
③大阪市立大学 研究支援課  技術支援担当 ［問合せ・申込み］P16・17

大学の実験室で親子一緒に実験をしましょう！ニワトリの卵（有
精卵）を使って、ヒヨコになる前の"ヒヨコの赤ちゃん"を観察する
よ。後半は、実験室をまわってスタンプを集めよう。見学しながら
いろんな実験が体験できるよ。
7/28（金）　（1）9：30～ 12：00	（2）14：00～ 16：30
大阪市立大学	基礎教育実験棟	 小学生と保護者
無料	 各回20組　※応募多数の場合は抽選
	往復ハガキに	児童氏名（ふりがな）・学校名・学年・保護者氏名・
住所・電話番号・希望する回を記入し、お申し込みください。
7/18（火）	当日消印有効

小学生の兄弟姉妹で参加希望の場合、1通にまとめて応募ください。	
対象以外のお子様の同伴はご遠慮ください。

4 ちびっこ 夏の生き物観察会in鶴見緑地
④鶴見緑地パークセンター ［問合せ・申込み］P16・17

鶴見緑地で昆虫やその他の生き物の観察会を行います	
観察会の後は絵日記を書いて、夏休みの思い出を作りましょう。
7/30（日）　10：00～ 12：00　※小雨決行　荒天中止
花博記念公園　鶴見緑地	 500円（保険料含む）
幼児から小学生までのお子さまとその保護者
先着10組	 電話または来館にて受付。
定員に達し次第、締め切ります。

持ち物：帽子、タオル、水分補給用ドリンク、虫かご、虫取りあみ	
服装：長袖、長ズボンを着用してください。

5 やさしい自然かんさつ会「ツバメのねぐら」
⑤大阪市立自然史博物館 ［問合せ・申込み］P16・17

夏の夜、ツバメはヨシ原に集まって眠ります。夕方、眠るために集
まってきたツバメは周囲を飛びまわります。数千羽のツバメが乱
舞する様子を見に行きましょう。
8/5（土）　18：00～ 20：00頃　雨天中止
奈良市平城宮跡（予定）	 中学生以上100円、小学生以下50円
	どなたでも参加できます。（小学生以下は保護者同伴）　	
団体参加不可
100人（定員を超えた場合は抽選）	 7/22（土）
	往復ハガキ又は （gyouji@mus-nh.city.osaka.jp）に「ツバメ
のねぐらに参加希望」と明記の上、希望者全員の氏名、年齢、住
所、電話番号、返信用の宛名を書いて、博物館普及係へ申込んで
ください。（博物館ホームページからも申込みできます）
※抽選の結果や参加方法などは返信でお知らせします。

6 長居植物園案内・昆虫編（7月）「セミのなる樹」
⑤大阪市立自然史博物館 ［問合せ・申込み］P16・17

大阪に多いクマゼミ。たくさん集まる樹とそうでない樹がありま
す。これらを観察しながら、セミの上手な採り方や道具の作り方
を学びましょう。
7/29（土）　10：00～ 12：00　雨天中止	 無料
長居公園（自然史博物館　通用口　集合）	 なし
どなたでも（小学生以下は保護者同伴）

申込不要、直接集合場所へお越しください。
持ち物：捕虫網、虫カゴ、タオル、飲み物、暑さ対策を忘れずに。
その他：	長居公園内の自然史博物館で解散します。天候があやしい時は、当

日8：00～ 9：00に留守電06-6694-0500でお確かめください。

7 特別展「瀬戸内海の自然を楽しむ −生き物のにぎわいとその恵み−」
⑤大阪市立自然史博物館 ［問合せ・申込み］P16・17

瀬戸内海のさまざまな自然を紹介します。魚や貝、植物、昆虫など瀬
戸内海の生き物の実物標本や、瀬戸内海で盛んな漁業の映像、さわっ
て遊べるハンズオンコーナーなど、楽しめる・学べるしかけがたくさ
ん。全長約7メートルのザトウクジラ全身骨格標本も登場します。
	7/15（土）～10/15（日）　※毎週月曜日は休館（ただし月曜日
が休日の場合は翌平日休館）、7/17（月）・8/14（月）・9/18（月）・
10/9（月）は開館9：30～ 17：00（入館は16：30まで）
大阪市立自然史博物館　ネイチャーホール
大人	500円、高校生・大学生	300円、中学生以下無料
どなたでも	 なし

8 特別行事「標本の名前を調べよう」
⑤大阪市立自然史博物館 ［問合せ・申込み］P16・17

夏休み中に野山や海で採集した動物、昆虫、クモ、植物、キノコ、化石、岩
石の標本の名前を各分野の専門家がお答えします。名前を調べたい標
本は、自分で整理して、できるだけ図鑑などで名前を調べ、分からなかっ
たものをお持ちください。土器や石器などの考古学資料は扱いません。
8/20（日）　10：00～ 12：00、13：00～ 16：00
大阪市立自然史博物館（自然史博物館　ミュージアムサービスセンター集合）
無料（博物館入館料必要）	 なし	
どなたでも（小学生以下は保護者同伴）

※大量の標本を持ち込まれる予定の方は、事前に学芸員までご相談ください。
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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。

9 メガ恐竜展2017－巨大化の謎にせまる－
⑥メガ恐竜展2017事務局 ［問合せ・申込み］P16・17

本展では、史上最大の陸上動物とされる＜竜脚類（りゅうきゃくる
い）＞にスポットを当てて、関西初公開となるスペインで発見され
たヨーロッパ最大の「トゥリアサウルス」の復元骨格（半身）など約
200点を展示します。
7/25（火）～9/3（日）　9：30～16：30（最終入場は16：00まで）
大阪南港ATCホール	 なし	 なし
	一般1,600円（1,300円）　3歳～中学生900円（700円）	
※（　）内は前売り並びに20人以上の団体料金

※「身体障がい者手帳」「療育手帳」「精神障がい者保険福祉手帳」を
所持されている方1名につき介助者1名は入場無料、ご本人は有
料。手帳の提示必要。

10 夏休み自由研究教室
⑦大阪市立科学館 ［問合せ・申込み］P16・17

①�「かんたん望遠鏡をつくろう｣
外の景色を逆さまにうつす、光の実験をしてみましょう。さらに、老眼
鏡のレンズやルーペを使って、かんたんな望遠鏡を作ってみましょう。
7/27（木）　14：00～ 15：30	 参加費：1，000円
小学4年生～中学3年生	 30人（応募多数の場合は抽選）
	往復ハガキに、参加希望イベント名・参加希望者本人の住所・氏
名・年齢（学年）・電話番号、一緒に参加希望の方の氏名・年齢（学
年）を記入して、大阪市立科学館「かんたん望遠鏡」係へ
7/17（月）必着

②�「色を分けよう ！ クロマトグラフィー｣
サインペンの色は、実は、いろいろな色が混ざってできています。	
そのもともとの色に分ける実験を「クロマトグラフィー」と言いま
す。クロマトグラフィーの開発は、ノーベル賞受賞につながりまし
た。このクロマトグラフィーの方法で、きれいな模様を作りましょう。

8/9（水）10（木）　14：00～ 15：30	 参加費：1，000円
小学5年生～中学3年生	 各日30人（応募多数の場合は抽選）
		往復ハガキに、参加希望イベント名・希望日・参加希望者本
人の住所・氏名・年齢（学年）・電話番号、一緒に参加希望の方
の氏名・年齢（学年）を記入して、大阪市立科学館「クロマトグ
ラフィー」係へ
7/18（火）必着

③�「月球儀・火星儀を作ろう｣
地球の模型が地球儀であるように、月の模型を月球儀、火星の模
型を火星儀といいます。月の裏側は地球からは見ることができ
ませんが、探査機による調査によって、月の裏側の地形も分かっ
ています。火星ももちろん、全体の地形が探査機によって調査さ
れています。発泡スチロールの球に、月と火星の地図を貼り付け
て、月球儀、火星儀を作りましょう。

8/17（木）18（金）　14：00～ 15：30	 参加費：1，000円
小学3年生～中学3年生	 各日30人（応募多数の場合は抽選）
	往復ハガキに、参加希望イベント名・希望日・参加希望者本人の住
所・氏名・年齢（学年）・電話番号、一緒に参加希望の方の氏名・年齢
（学年）を記入して、大阪市立科学館「月球儀・火星儀を作ろう」係へ
8/3（木）必着

大阪市立科学館　工作室	
※申し込みの往復ハガキは1イベントにつき1通のみ有効です。
＊6/1からの郵便料金改定に伴い、往復ハガキ（往信・返信とも）切手
料金不足の場合は配達されないことがあります。ご注意ください。

11 サイエンスショー「むらさきキャベツの大実験！」
⑦大阪市立科学館 ［問合せ・申込み］P16・17

むらさきキャベツからとりだした紫色の液で、酸性とアルカリ性
がとってもかんたんに調べられます。自由研究にもおすすめ！
6/2（金）～8/27（日）	
●上演時刻：	＜平日（火～金）>	14：00	

＜土・日・祝日および7/21～8/25＞11：00、13：00、
14：00、15：00（各約30分間）　

●休館日：月曜日（休日の場合は翌平日）※8/14は開館
大阪市立科学館　展示場3階　サイエンスショーコーナー
	※サイエンスショーをご覧になるには、展示場観覧券が必要です。	
●展示場観覧料：	大人400円、高校・大学生300円、	

中学生以下無料
どなたでも	 各回　約100人
来館にて受付。	 なし

12 プラネタリウム「天の川をさぐる」
⑦大阪市立科学館 ［問合せ・申込み］P16・17

夜空にぼんやり輝く天の川の正体は何なのか。人類の探求の歴
史を交え、その姿や形作るものなどの謎にせまります。※前半は
今夜の星空解説
6/2（金）～8/27（日）
●投影時刻：	＜平日（火曜～金曜日）と土曜日＞13：00、15：00	

＜日・祝日＞13：00、15：00、17：００　（約45分間、入替制）
※	投影スケジュールを変更する場合があります。詳しくは
ホームページをご覧いただくかお電話でお問い合わせく
ださい。

●休館日：月曜日（休日の場合は翌平日）※8/14は開館
大阪市立科学館　プラネタリウムホール
	大人600円、高校・大学生450円、3歳以上中学生以下300円	
※2歳以下で席を使用する場合は300円
どなたでも	 各回　300人（先着順）
来館にて受付。	 なし

13 自然科学の基礎を訪ねる
⑦大阪市立科学館 ［問合せ・申込み］P16・17

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。
8/19（土）20（日）　11：00～ 16：30
大阪市立科学館　展示場	 どなたでも
	※展示場観覧券が必要です。	
●展示場観覧料：	大人400円、学生（高校・大学）300円、	

中学生以下無料
なし	 直接会場へ。	 なし
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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。

14 天体観望会「月と土星を見よう」
⑦大阪市立科学館 ［問合せ・申込み］P16・17

天界きっての人気者「土星」の環を見たことがありますか？月の
クレーターを見たことはありますか？科学館の大型望遠鏡を
使って、実際にその姿を観察してみましょう。
※天候不良時は、月や土星、星座に関するお話をします。
8/5（土）　19：30～ 21：00	 大阪市立科学館　屋上　他
無料	 50人（応募多数の場合は抽選）
	小学1年生以上	
※小学生は、必ず保護者の方と一緒にお申し込みください
	往復ハガキに、参加希望イベント名、住所・氏名・年齢（学年）・電話
番号、一緒に参加希望の方の氏名と年齢（学年）も記入して大阪
市立科学館「天体観望会8月5日」係へ
※申し込みの往復ハガキは1イベントにつき1通のみ有効です。	
＊	6/1からの郵便料金改定に伴い、往復ハガキ（往信・返信とも）
切手料金不足の場合は配達されないことがあります。ご注意く
ださい。
7/25（火）必着

15 夏休みミニ気象台2017
⑦大阪市立科学館 ［問合せ・申込み］P16・17

お天気のことならおまかせ！気象台が科学館にやってきます。気
象や地震についての実験コーナーや、雨や風、地震の揺れなどを
計る機械の展示、急に降る大雨の話、いろんな工作コーナーな
ど、もりだくさんです。
●主催：大阪管区気象台　大阪市立科学館
8/3（木）　11：00～ 16：30、8/4（金）　9：30～ 15：00
大阪市立科学館　研修室	 無料
どなたでも	 なし	 来館にて受付。

●当日、直接会場へお越しください。

くらし・環境・スポーツ にタッチ

16 ワンちゃんの世話をしよう
⑧おおさかワンニャンセンター（大阪市動物管理センター） ［問合せ・申込み］P16・17

犬とふれあう機会が少ない子どもや犬が好きな子どもを対象
に、犬の世話やしつけを通じて動物愛護の精神を育み、犬の性質
や終生飼養の意味、相手の気持ちを考えることの大切さを学ん
でもらいます。
7/24（月）、25（火）、27（木）　いずれも10：00～ 12：00
	おおさかワンニャンセンター（大阪市動物管理センター）「研修
室」及び「ふれあい広場」
無料	 市内在住の小学校4年生～中学生（保護者同伴）
1日10人程度（保護者除く）　計30人（申込み多数の場合抽選）
往復ハガキ、FAXまたは にて受付。
7/11（火）必着

【申込時記入事項】
子どもの氏名（振り仮名）、学年（年齢）、保護者の住所・氏名・電話番
号、第1希望日と第2希望日

17 ワンちゃんの広場
⑧おおさかワンニャンセンター（大阪市動物管理センター） ［問合せ・申込み］P16・17

犬とふれあう機会が少ない子どもや犬が好きな子どもを対象
に、犬の性質や正しい接し方を知り、犬と親しむことにより、動物
愛護の精神や他人を思いやる気持ちを育み、命の大切さを学ん
でもらいます。
7/28（金）、7/31（月）、8/2（水）、8/4（金）　いずれも10：00～ 12：00
		おおさかワンニャンセンター（大阪市動物管理センター）「研修
室」及び「ふれあい広場」
無料	 市内在住の満4歳～小学校3年生（保護者同伴）
1日10人程度（保護者除く）　計40人（申込み多数の場合抽選）
往復ハガキ、FAXまたは にて受付。
7/18（火）必着

【申込時記入事項】
子どもの氏名（振り仮名）、学年（年齢）、保護者の住所・氏名・電話番
号、第1希望日と第2希望日

18 ワンちゃんの飼い主になってください
⑧おおさかワンニャンセンター（大阪市動物管理センター） ［問合せ・申込み］P16・17

夏のイベントで子どもたちとふれあった犬の飼い主を募集します。
①		講習：犬の飼い方、しつけの方法、犬の病気や守っていただき
たい法律などの講習を受けていただきます。

②	譲渡：希望する犬の譲渡を行います。
	8/6（日）　10：00～ 12：00	
受付	9：30～ 10：00（時間厳守）
	おおさかワンニャンセンター（大阪市動物管理センター）「研修
室」及び「ふれあい広場」
	無料。ただし、生後91日以上の犬を譲り受けられる場合は登録
手数料、狂犬病予防注射料、注射済票交付手数料（計6,200円）
が必要となります。
	大阪府内在住。	
19歳以下66歳以上の場合、万一の時に犬の世話を頼める20歳
以上65歳以下の方から署名・押印をもらうことが出来る方。	
集合住宅や借家にお住いの場合、「ペット飼育可」を確認できる	
書類を提出できる方。	
他にも参加基準を設けています。詳しくはお問い合わせください。
定員なし（ただし、犬の希望が重複した場合は抽選となります）
FAX、 または来館にて受付。	 7/31（月）必着

申込に際し、事前に申請書類を提出していただく必要があります。	
電話にてお問い合わせください。

19 最年少防災士さんと学ぶオトク防災
⑨大阪市立総合生涯学習センター ［問合せ・申込み］P16・17

いつ起きるかわからない災害に備え、夏休み中の親子も、新学期
が始まったばかりの親子も、資格を持った防災士さんから防災に
ついて学ぼう！防災マップの見方、防災マップのワークショップ
で楽しく親子で学習しよう！
8/26（土）　14：00～ 16：00
大阪市立総合生涯学習センター	 無料
小学中学年以上の親子を含むどなたでも	 30人
電話、FAX、 または来館にて受付。	 先着順
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20 なにわのみちの四方山話
⑩大阪市立難波市民学習センター ［問合せ・申込み］P16・17

ふだん通っている道にはたくさんのやくわりがあることを知って
いますか？大阪市の道路や橋、川、交通についておはなししま
す。今と昔の写真を見くらべて、道路の大切さや歴史について学
びましょう。
8/7（月）　15：00～ 16：30
大阪市立難波市民学習センター　講堂	 無料
小学校高学年以上、市内在住・在学	 70人
電話、 または来館にて受付。	 申込先着順

持ち物：筆記用具

21 「夏休み親子食育セミナー」
⑩大阪市立難波市民学習センター ［問合せ・申込み］P16・17

【1限目】（お話し）「乳牛について学ぼう」	
【2限目】（体験）午前：「クリームから、バターをつくる」	
	 （体験）午後：「レモンラッシー風ドリンクをつくる」
8/22（火）	 ①午前の部　10：00～ 11：45	
	 ②午後の部　14：00～ 15：30
大阪市立難波市民学習センター　第1研修室	 無料
小学生のお子様と保護者の方（1回のお申込で4名様まで）
各40人（多数抽選）
往復ハガキ、 または来館にて受付。	 8/12（土）

（お話し）はいずれの時間も同じ内容となります。

22 親子で楽しく学ぶ株式のはなし
⑩大阪市立難波市民学習センター ［問合せ・申込み］P16・17

お金や株式のしくみについて、ゲームをしながら楽しく学びま
しょう！
8/3（木）　14：00～ 15：30
大阪市立難波市民学習センター　講堂
無料	 小学生高学年以上と保護者	 30組
電話、 または来館にて受付。	 定員に達するまで

23 夏休み親子英会話
⑩大阪市立難波市民学習センター ［問合せ・申込み］P16・17

夏休みに親子で学ぶ英会話の教室です。外国の文化や、おうち
で使える簡単なあいさつ、ぶんしょうを学びます。ゲームで英会
話を楽しく勉強しましょう。
8/8（火）・8/9（水）　10：00～ 11：00（全2回）
大阪市立難波市民学習センター　スタジオ	 無料
小学生と保護者の方	 30人（多数抽選）
往復ハガキ、 または来館にて受付。	 7/23（日）

持ち物：筆記用具、飲み物

24 防災クイズチャレンジ
⑪大阪市立阿倍野防災センター ［問合せ・申込み］P16・17

大阪市立阿倍野防災センターでは、夏休み特別企画として「防災
クイズチャレンジ」を開催します。小学生以上を対象に、クイズ形
式で楽しみながら防災を学ぼう。クイズに挑戦して記念品をゲッ
トしよう。
7/22（土）、23（日）　10：00～ 16：00
大阪市立阿倍野防災センター　防災学習ゾーン
無料	 小学生以上どなたでも
各日、全問正解者先着100名に記念品を贈呈
来館にて受付。	 なし

※事前申込の必要はありません。当日直接会場へお越しください。

25 キッズ＆ユース・ファイアーイベント
⑪大阪市立阿倍野防災センター ［問合せ・申込み］P16・17

「防災」について楽しみながら学ぶ「夏休み7日間特別企画」
防火・防災に関する知識及び技術を習得するために様々な体験
を実施します。
≪実施内容≫	①消防服を着ての放水体験	

②電動消防車乗車体験	
③夏休み自由研究「わが家の防災マップ」の作成　
④ペーパークラフトで消防車などを作ろう	
⑤防火ビデオの上映	
⑥遊具で遊ぼうコーナー　他にもあります。

	8/7（月）～8/13（日）　10：00～ 16：00	
（受付は、10：00～ 15：30（但し最終日は15：00））
大阪市立阿倍野防災センター	 無料
主に小、中学生（幼児、保護者含む）	 なし
来館にて受付。	 なし

※事前申込の必要はありません。当日直接会場へお越しください。

26 「楽しく学ぼう！夏休み親子自由研究」（環境編）
⑫大阪市立阿倍野市民学習センター ［問合せ・申込み］P16・17

大阪市の川の水質や、川に住む生き物、身の回りの科学物質に
ついて、「夏休みの自由研究」のヒントになるようなおもしろい実
験を交えながら楽しく学び、人と環境にやさしい日常生活を考え
る体験型講座です。
	①8/16（水）　13：30～ 15：00	
②8/17（木）　10：00～ 11：30
大阪市立阿倍野市民学習センター　アトリエ
無料	 小学校3年生以上の小学生と保護者
各回　親子14組
電話、 または来館にて受付。
7/20から受付開始。定員に達し次第締め切り。

小さなお子様が一緒に参加される場合は、あらかじめご連絡くださ
い。

Touch-2017-summer.indd   5 2017/06/15   15:02



6
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。

30 親子消防体験教室
⑬大阪市消防局予防部予防課　防災指導 ［問合せ・申込み］P16・17

親子で防火、防災意識を高めるために、体験型防災研修を開催し
ます。119番通報の仕方や、防災体験シアター、炎を前にしての
消火訓練、煙を発生させての避難要領、火災原因の実験等、本物
の炎や煙を使い様々な研修を体験していただきます。
8/5（土）　10：00～ 13：00
大阪市消防局高度専門教育訓練センター JR「鴻池新田」
無料	 親子での参加　子にあっては、小学生以上
45人	 電話または にて受付。	 7/31

会場の住所：東大阪市三島2－5－43

31 あそびとまなびのキャンパス～夏休み防災こどもキャンプ～
⑭大阪市立大学あそびとまなびのキャンパス実行委員会 ［問合せ・申込み］P16・17

大学のキャンパスを使って、さまざまな体験をしながら防災につ
いて学ぶキャンプです。災害時に必要な体力測定や、非常食の試
食、最新の防災研究の紹介など、盛りだくさんの1泊2日です。ぜ
ひお越しください。
8/19（土）9：00集合～20（日）11：45解散（予定）
大阪市立大学杉本キャンパス	 2,000円
小学校3年生～6年生	 25人
	①住所②参加者氏名（ふりがな）③性別④小学校名・学年⑤保護
者氏名⑥電話番号⑦その他特記事項　を記載して、封書で申込
してください。1応募につき子ども3人まで申込可
7/21（金）当日消印有効

※応募者多数の場合は抽選

歴史・文化 にタッチ

32 小学生イベント　まちなみ探偵団
⑮大阪くらしの今昔館 ［問合せ・申込み］P16・17

江戸時代の大坂の住まいやくらしのヒミツを極秘調査して、今昔
館を訪れている外国の人に見つけたヒミツを伝えるのが今回の
ミッションです！調査の内容は君の自由研究として、学校の先生
や友だちに教えるのもOK！小学校5・6年生のご参加をお待ちし
ています！
8/17（木）　10：00～	 大阪くらしの今昔館
無料　（保護者は別途入館料必要）
小学5・6年生（保護者の送迎必要）	 20人（多数抽選）
往復ハガキ、FAXまたは にて受付。
8/3（木）

申込：ハガキまたはFAXに参加者・保護者氏名、学校名、年齢、住所、
電話番号を記入の上今昔館へ送付。インターネットからも申込み可。
今昔館HPイベント情報をご覧ください。

33 スタンプラリー
⑯大阪歴史博物館 ［問合せ・申込み］P16・17

常設展示場には、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。
	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）。
大阪歴史博物館　10・9・7階
	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）
どなたでも	 なし	 直接会場へ。

27 地球を救うのは君たちだ！みんなでやろう省エネ・ごみゼロ・3R
⑫大阪市立阿倍野市民学習センター ［問合せ・申込み］P16・17

エネルギーってなに？“おんだんか”ってなにが悪いの？クイ
ズや実験をしながら、地球温暖化やリサイクルの工夫について楽
しく学びます。夏休みの自由研究にバッチリ！地球にやさしい暮
らしについて、おやこでいっしょに考えよう！
8/8（火）　10：00～ 12：00
大阪市立阿倍野市民学習センター	 無料
小学校3年生以上のこどもと保護者（大阪市内在住）
15組30人	 往復ハガキ、 または来館にて受付。
7/31（月）

28 親子でEnglish！
⑫大阪市立阿倍野市民学習センター ［問合せ・申込み］P16・17

ゲームや歌を通じて、楽しく英語に触れてもらう内容です。
8/18（金）　10:30～ 11:30
大阪市立阿倍野市民学習センター	 無料
小学生とその保護者	 	 10組20名
電話または来館にて受付。
先着順（定員になり次第しめきりとします。）

29 演劇メソッドで「ちがい」を知る・たのしむ　表現ワークショップ
⑫大阪市立阿倍野市民学習センター ［問合せ・申込み］P16・17

表現することを通して、お互いの考えや感じ方の「ちがい」を知る
ワークショップです。
8/18（金）　13：00～ 15：00
大阪市立阿倍野市民学習センター	 無料
どなたでも	 15組	 電話にて受付。
定員に達し次第しめきります。

※裸足になります（うわぐつでも可）
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34 ハンズオン
⑯大阪歴史博物館 ［問合せ・申込み］P16・17

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「大阪名所双六をやってみよう」など多彩なメニュー
があります。
�開館日は毎日、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。
大阪歴史博物館　10・9・7階
�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）。
どなたでも� なし� 直接会場へ。

36 もっと身近に！あべのでベトナム体験
⑫大阪市立阿倍野市民学習センター ［問合せ・申込み］P16・17

ベトナムってどんな国？ベトナム人にとって、日本はどんなとこ
ろ？たのしいベトナム体験をつうじて、日本と「ちがう？」「おな
じ？」を発見しよう！
8/20（日）　10：30～ 12：00
大阪市立阿倍野市民学習センター� 無料
どなたでも（親子での参加歓迎）� 15組
電話、 または来館にて受付。� 定員に達するまで

37 森の宮遺跡展示室　一般公開
⑱大阪市教育委員会事務局　文化財保護課 ［問合せ・申込み］P16・17

森ノ宮ピロティホールのある場所には、縄文～弥生時代にかけ
てつくられた貝塚がありました。ホール建設時の発掘調査で見
つかった縄文人の埋葬人骨や、大昔の人たちが食べた貝の殻、
石や骨で作った道具、土器などを展示しています。
8/14（月）～8/16（水）　11：00～ 15：00
森の宮遺跡展示室（森ノ宮ピロティホール地下階）
無料� どなたでも� 来館にて受付。
当日お越しください。順次ご見学いただきます。

展示室が狭いため、見学者が多い場合は入室をお待ちいただくこと
があります。

38 わくわく子ども教室
⑯大阪歴史博物館 ［問合せ・申込み］P16・17

①�「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。
7/15（土）、8/5（土）、8/19（土）　10：00～ 15：30
大阪歴史博物館　1階エントランス� 無料

②�「和同開珎の拓本でしおりをつくろう｣
昔のお金「和同開珎」のレプリカから拓本をとって、自分だけのし
おりを作ってみよう。自分でつくったしおりは、記念にお持ち帰り
できます。
8/12（土）　14：00～ 16：00
大阪歴史博物館　8階　なにわ考古研究所
�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）

どなたでも� なし� 直接会場へ。

絵画・工作・音楽 にタッチ

39 光の不思議を体験する　科学の実験と工作　光ファイバーアートを作る
⑰大阪市立東住吉会館 ［問合せ・申込み］P16・17

リモコンや光ファイバーの特徴を実験し、光の不思議を探りま
す。また、ペットボトルを使って”光ファイバーアートを作ってみよ
う！！幻想的なアート作品ができ上がります。
8/19（土）　13：30～ 15：30
大阪市立東住吉会館� 1100円
小学生（低学年保護者同伴）� 25人先着
電話、FAX、 または来館にて受付。� 8/16（水）

持ち物：�ペットボトル500ml、自宅のリモコン、カメラ付き携帯電話
（スマホ又はガラケー）又はデジタルカメラ

40 夏休み自然工作教室　竹で作った旗振り人形
⑰大阪市立東住吉会館 ［問合せ・申込み］P16・17

竹で作ったピノキオ人形。紐を引っ張ると旗を持った両手がパタ
パタ上下に動きます。
8/6（日）　13：30～ 15：30
大阪市立東住吉会館� 700円
小学生（低学年保護者同伴）� 30人先着
電話、FAX、 または来館にて受付。� 8/3（木）

35 日本の伝統芸能　親子で回そう　”皿回し”教室
⑰大阪市立東住吉会館 ［問合せ・申込み］P16・17

日本の伝統芸能である”皿回し”の技を習って、お友だちに発表
してください。きっと君はクラスの人気者！！　お父さんもお母
さんもかくし芸の一つに如何ですか？当日”南京玉すだれ”の実
演をご覧頂きます。
8/5（土）　13：30～ 15：30� 大阪市立東住吉会館
600円（1組）� 小中学生（保護者同伴）� 20組先着
電話、FAX、 または来館にて受付。� 8/2（水）

持ち物：動きやすい服装、飲み物、タオル
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46 夏休み限定体験教室　参加者募集
�大阪市立クラフトパーク ［問合せ・申込み］P16・17

2時間30分で本格的な工芸体験ができる1日体験教室を、夏休
みに4日間限定で開催します。
●ステンドグラス…透明ガラスの壁掛けフォトフレーム
●バーナーワーク…シリンダーストラップととんぼ玉
●キルンワーク…ガラスの貯金箱
●サンドブラスト…選べるグラスに模様を彫ろう！
●陶芸…陶器の貯金箱をつくろう！
●染色…手描きでつくろう！大きなトートバッグ
●織物…綿×麻バッグ
●木工…たいこの貯金箱
●金工…真鍮のアイスクリームスプーンと錫の小鉢
�8/11（金・祝）～8/14（月）　�
※8/11、14は午後のみ開催いたします。木工教室のみ全日程、
午前・午後ともに開催いたします。�
【午前の部10：00～ 12：30・午後の部14：00～ 16：30】
大阪市立クラフトパーク
�参加費：3,000～ 3,500円（材料費含む）�
※教室により異なります。
�陶芸…5歳以上�
サンドブラスト・染色・木工…小学1年生以上�
キルンワーク・金工…小学3年生以上�
織物・バーナーワーク・ステンドグラス…小学5年生以上�
※小学生は保護者同伴。
6～ 12人　※教室により異なります。
電話または、直接来館でお申し込みください。（先着順）
定員に空きがあれば当日でも参加できます

45 夏休みワークショップ
⑳大阪市立西成区民センター ［問合せ・申込み］P16・17

①�「針金細工｣
自分で描いた絵を針金でカンタンに立体化！手のひらサイズの
針金細工を作ります。
8/26（土）　①10：30～ 12：00　②13：30～ 16：00
大阪市立西成区民センター　会議室1-3
350円（材料費・別途150円）
�小学生以上　※小さなお子様は大人の付き添いをお願いします。
各回14人� 電話または来館にて受付。
8/24（木）

材料も道具も用意しています。手ぶらでどうぞ。

②�「つまみ細工｣
布を小さく切って、つまんで折りたたみ、花などを作って組み合
わせ、親子で楽しくオリジナルのアクセサリーを作りましょう！
8/12（土）　13：00～ 15：00
大阪市立西成区民センター　会議室1-2
�親子ペア1000円（別途・作品ふたつ分の材料費750円）�
※�子ども追加参加費�ひとり500円（別途・作品ひとつ分の追
加材料費250円）
親と子（小学生以上）� 14組
電話または来館にて受付。� 8/10（木）

手ぶらでもOKですが、使いやすいハサミがあれば持ってきてく
ださい。

44 今昔館のワークショップ
⑮大阪くらしの今昔館 ［問合せ・申込み］P16・17

①�「風鈴をつくろう｣
カラーペンで模様をかいて、自分だけの風鈴をつくってみよう！
風鈴ができたら、江戸時代のまちで風鈴屋さんにもなれるよ！�
7/22（土）　①13：30～　②14：30～
大阪くらしの今昔館� 300円（別途入館料が必要）
各回10人

②�「うちわ作り｣
竹の骨に和紙を貼って、自分だけのうちわを作りましょう。貼り絵
や切り絵などをして、好きな模様のうちわが作れるよ。うちわが
できたら、江戸時代の町で、うちわ屋さんになってみよう！
8/11（金・祝）　①13：30～　②14：30～
大阪くらしの今昔館� 300円（別途入館料が必要）
各回10人

どなたでも� 来館にて受付。� 当日先着

42
「夏休み特別企画ソーイング」講座　～ソーイングでバネぐちポーチを作ろう！～
⑲大阪市立東淀川区民会館 ［問合せ・申込み］P16・17

大人も子ども楽しめるソーイング教室です。親子での参加も大歓
迎♪楽しい夏休み、オリジナルポーチを作って出かけましょう♪
7/29（土）　10：00～ 12：00
大阪市立東淀川区民会館� 500円（教材費含む）
小学5年生以上� 15人　※子どもだけでの申込可
来館または電話にて受付。� 先着順（定員になり次第締切り）

持ち物：裁縫道具

43
出張クラフトパーク1日体験教室　～バーナーワークでとんぼ玉づくり～
⑲大阪市立東淀川区民会館 ［問合せ・申込み］P16・17

手づくり工芸総合施設クラフトパークから出張1日体験講座を開
催します。夏休みの宿題提出や日ごろお世話になってる人たち
へのプレゼントにも最適です♪是非、この機会に本格的な工芸
創作を体験して下さい。
8/20（日）　10：00～ 16：00� 大阪市立東淀川区民会館
1，000円（材料費込）　※2個作成できます。
どなたでも（※小学校低学年は保護者同伴）
当日受付。� 当日会場で随時受付いたします。

作品完成後、引き渡しは約2時間後になります。

41 キッズ楽しい表現教室　声と言葉のボイストレーニング
⑰大阪市立東住吉会館 ［問合せ・申込み］P16・17

身体の内から思いっきり声を出すことは自信を育みます。早口言
葉や発音・発生練習をした後、詩の朗読や声と体を使った表現を
学びます。
8/20（日）　13：30～ 15：00� 大阪市立東住吉会館
500円� 小学生（保護者見学可）� 30人先着
電話、FAX、 または来館にて受付。� 8/17（木）

筆記用具

Touch-2017-summer.indd   8 2017/06/15   17:49



9
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
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49 みんな集まれ！夏休み親子体験ボックス！！
⑨大阪市立総合生涯学習センター ［問合せ・申込み］P16・17

「絵本の読み聞かせ・マジックショー」、「おもちゃづくり」、「バルー
ンアート＆ふしぎサイコロづくり」、「けん玉で大わざを覚えよう」、
プレイコーナーもあります。
8/6（日）　13：30～ 15：30	 大阪市立総合生涯学習センター
全部体験して200円	 小学低学年以上の子どもと保護者
参加するこども30人とその保護者
電話、FAXまたは来館にて受付。	 先着順

50 わくわく絵本ランド
⑨大阪市立総合生涯学習センター ［問合せ・申込み］P16・17

「わくわく絵本ランド」は、たくさんの絵本を実際に手に取って読
むことができる絵本展です。同時開催の親子祭りでは、読み聞か
せやエプロンシアター、手作りおもちゃやバルーンアートなどの
体験もあります。みんなあつまって～一緒にたのしもう♪
8/6（日）　10：30～ 16：00
大阪市立総合生涯学習センター
無料	 どなたでも	 なし
申込不要	 なし

51 チョークアートで夏を描こう！
⑫大阪市立阿倍野市民学習センター ［問合せ・申込み］P16・17

小さいお子さまも参加できる講座です。黒い木の板にオイルパ
ステルというパステルを使い、指でクルクル描いていきます。下
絵はついているので安心してお越しください。この夏の思い出づ
くりに親子で参加してみませんか？
8/17（木）　		①「スイスイ金ちゃん」　①13：00～ 14：00	

②「キーンとかき氷」　②14：15～ 15：15
大阪市立阿倍野市民学習センター	 各回500円
未就学児～大人まで（未就学児の場合は保護者同伴）
各回15人	 電話または来館にて受付。
先着順（定員になり次第締め切りとします。）

48 海の日　こどもクラフト体験教室　参加者募集
�大阪市立クラフトパーク ［問合せ・申込み］P16・17

本格的な工芸体験ができるこどもの体験教室を、海の日（7月17
日）限定で小学生～中学生まで対象に開催します。
●ステンドグラス…ウィンドウペンダント
●バーナーワーク…とんぼ玉のネックレス　
●キルンワーク…ガラスでつくろう！「キラキラ小皿」
●サンドブラスト…星形の小物入れに模様を彫ろう！
●陶芸…てびねりの器をつくろう！
●染色…手描きでつくろう！小さなトートバッグ
●織物…ミニクッション
●木工…ストライク貯金箱
●金工…コチコチたたいてつくる真鍮のブローチ
※陶芸・染色は5才以上可能
※キルンワークは8/5以降、陶芸は8/20以降の作品引渡しになります。
	7/17（月・祝）【午前の部10：00～ 12：30・午後の部14：00～ 16：30	】	
※バーナーワークは【午前の部10：00～ 12：00・午後の部14：00～ 16：00】
大阪市立クラフトパーク
参加費：1,800～3,500円（材料費含む）　※教室により異なります。
	陶芸・染色…5歳～中学生	
サンドブラスト・木工…小学1年生～中学生	
キルンワーク・バーナーワーク・ステンドグラス・金工…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。
定員：6～28人	※教室により異なります。
電話または、直接来館でお申し込みください。(先着順)
※定員に空きがあれば当日でも参加できます。

47 クラフトパーク　1日体験教室　参加者募集
�大阪市立クラフトパーク ［問合せ・申込み］P16・17

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！
●バーナーワーク…とんぼ玉根付　
●ステンドグラス…ミニテラリウム
●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	
※陶芸は焼き上がりに1ヵ月半かかります。
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。　
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・陶芸…小学1年生以上	
ステンドグラス・バーナーワーク・金工…小学5年生以上	
※小学生は保護者同伴
定員：5～ 12人	※教室により異なります。
電話または、直接来館でお申込ください。(先着順）
※定員に空きがあれば当日でも参加できます。

52 第24回植物スケッチコンクール　作品募集
�咲くやこの花館 ［問合せ・申込み］P16・17

咲くやこの花館にある植物を対象にした「植物スケッチコンクー
ル」の作品を募集します。色とりどりの花やふしぎな植物をじっく
り観察してえがいてね。入賞作品は展示・表彰もします。
募集期間　7/15（土）～8/31（木）
咲くやこの花館
応募無料
※	入館料は以下の通り　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（健康手
帳、敬老優待乗車証等の原本）】　30人以上は団体割引あり
小学生・支援学校小学部	 なし
郵送または来館にて受付。
8/31（木）　郵送の場合は9/3（日）必着

◆	応募方法
用紙／四ツ切り画用紙（380×540mm）　画材／自由
所定の応募用紙に必要事項を記入の上、作品と合わせて提出して
ください。
「咲くやこの花館　スケッチコンクール係」への郵送、または持ち
込みにて受付けております。また学校単位での一括応募も可能で
す。
※	応募用紙はコピー可。チラシ、またはWEBページからダウン
ロードしてご利用ください。

◆学校単位での一括応募について
学校で取りまとめた上で一括して応募いただく場合は、作品1点ご
とに応募用紙を裏面にテープで貼り付けてお送りください。	
※	生徒名が記載された一覧表などの書類の提出は必要ありませ
ん。

Touch-2017-summer.indd   9 2017/06/15   15:03



10
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。

58 第16回人形げきフェスタinすみのえ
�人形げきフェスタinすみのえ事務局（人形劇団クラルテ内） ［問合せ・申込み］P16・17

プロ劇団・アマチュア劇団によるたくさんの人形劇や、人形づくりの
ワークショップ、プレイベント「絵本であそぼ」など楽しいこといっぱい
のイベントです。小さなお子さんが楽しめるプログラムもあります。
7/29（土）～7/30（日）　午前10：30～夕方
大阪市立住之江会館・人形劇団クラルテアトリエ・加賀屋新田会所跡
�参加バッチ500円（2日間通して参加していただけます）�
3歳未満および70歳以上は無料�
※�プロ公演、ワークショップは別途料金（1,000円）が必要�
3歳以上有料

どなたでも（子ども向け）� あり。詳細については問い合わせ
電話または にて受付。� 7/1～当日

57 夏休み親子まつり
�ピースおおさか（大阪国際平和センター） ［問合せ・申込み］P16・17

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「沖縄」「広島」「長崎」「特攻」の4つのテーマにわけて5つの
作品を上映するよ。
�7/21（金）～8/24（木）　各日14：00～�
※8/8（火）は実施しません。
ピースおおさか（大阪国際平和センター）
��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� 250人
来館にて受付。� 申込はいりません。

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
無料入館。8月は「みんなでお出かけクールシェア」期間中のため、入
館料の割引があります。

55 ひがよど怪談トークライブ2017 〜淀川の伝説と日本の幽霊〜
⑲大阪市立東淀川区民会館 ［問合せ・申込み］P16・17

夏の風物詩、子ども大人も楽しめる怪談トークライブを開催しま
す。身の毛もよだつ怪談で夏を涼しく楽しく過ごしましょう♪　
怪談ライブ終了後、淀川花火を観覧いただけます。
（花火の観覧は雨天により中止になる場合があります。）
8/5（土）　18：30～ 20：30（18：00開場）� 500円
大阪市立東淀川区民会館� どなたでも� 100人
来館または電話にて受付。� 先着順（定員になり次第締切り）

56 たそがれコンサート2017
�大阪市教育委員会事務局生涯学習部生涯学習担当 ［問合せ・申込み］P16・17

7.8月の毎週金曜日の夕暮れ時、中・高等学校の吹奏楽部、陸・海
上・航空自衛隊音楽隊、警察音楽隊、オオサカシオンウインドオー
ケストラ等の専門団体によるクラシックやポピュラー音楽などを
楽しむことができるコンサートです。
�8/25（金）までの毎週金曜日�
18：30～ 20：00（18：00開場）　※雨天決行、荒天中止�
※8/11（金・祝）も開催
大阪城音楽堂（大阪市中央区大阪城3－11　大阪城公園内）
無料� どなたでも� 各回3,000人
当日先着順� なし

映画・舞台・コンサート にタッチ

53 「美術館へ行こう」
�大阪市立美術館　美術研究所 ［問合せ・申込み］P16・17

歴史ある美術研究所で表現の基礎を学んでみませんか？粘土制
作・石膏デッサン・人物デッサン・動物園でのスケッチなどたくさん
の体験を通して豊かな感性と美術館に親しむ気持ちを育てます！
�1回目：7/20（木）～7/22（土）�
2回目：7/26（水）～7/28（金）　いずれも10：00～ 16：00
大阪市立美術館　地下展覧会場審査室
�3,000円（材料費含む）�
別途動物園の入園料が必要（大阪市内在住・在学の小中学生は
無料（要証明））
小学4年生～中学3年生
各回40人（定員に達した時点で締切ります）
封書にて受付。� 7/12（水）　当日消印有効

詳細はホームページ参照

54 コインが消える！？貯金箱をつくろう！
�平野区子ども・子育てプラザ ［問合せ・申込み］P16・17

夏休みの宿題に、簡単手作り工作をしよう！今年はコインが消え
る！？貯金箱を作るよ♪
7/26（水）　14：30～ 16：00
平野区子ども・子育てプラザ
無料� 小学生
30人� 先着、来館受付。
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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
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59 こども落語教室
⑩大阪市立難波市民学習センター ［問合せ・申込み］P16・17

桂米朝一門の桂ちょうば・弥太郎といった若手実力派のはなし家
による指導。練習を重ねて、発表会を行います。
�練習日　8/3（木）、7（月）、10（木）、17（木）　10：00～ 12：00�
発表会　8/18（金）　11：00～ 12：00
大阪市立難波市民学習センター� ひとり1,000円
小中学生（小学生は保護者同伴）� 10人
電話または来館にて受付。� 定員に達するまで

持ち物：発表会の服装は、ゆかた、作務衣、甚平など

60 なんばこども映画会
⑩大阪市立難波市民学習センター ［問合せ・申込み］P16・17

親子で楽しめるアニメを上映します。
8/10（木）　14：00～ 15：00
大阪市立難波市民学習センター　講堂
無料� こどもと保護者
親子50組� 電話または来館にて受付。
定員に達するまで

61 第九回　大正ご近所落語会～夏休み親子de寄席
�（一財）大阪市コミュニティ協会　大正区支部協議会 ［問合せ・申込み］P16・17

この夏落語を見て聞いて親子で想像力を養おう！落語とは身振
りと手振りのみで噺を進め、一人何役をも演じる身近な大衆芸
能です。演者の技巧と聞き手の想像力で噺の世界がどんどん広
がっていきます。落語を見て聞いて頭の体操をしてみては！？
出演者：笑福亭　鉄瓶、桂　弥っこ
7/16（日）　開場14：30　開演15：00
大正区コミュニティセンター　2階　第5会議室
前売券：大人（高校生以上）・・・1，000円、

小人（中学生以下）・・・500円
★�夏休み親子特別鑑賞券・・・1，200円（大人1名＋小人1名）
※当日お子様がご不在でも金額は変わりません。

当日券：�大人（高校生以上）・・・1，500円、
小人（中学生以下）・・・750円
★夏休み親子特別鑑賞券・・・1，700円（大人1名＋小人1名）

どなたでも（未就学児はご遠慮願います。）
40人� 来館にて受付。
�先着順。定員になり次第締め切ります。定員になった場合当日券
の販売はございません。

62 こども広場
�大阪市立こども文化センター ［問合せ・申込み］P16・17

人形劇やパネルシアターを家族で鑑賞しましょう。物語が楽しめ
る年齢のお子さまにぴったり！
8/11（祝・金）　11：00～ 11：50
大阪市立こども文化センター
3歳以上100円� 幼児と保護者
70人� 申込不要� なし

その他イベント にタッチ

64 キラキラおおよど夏まつり
�北区子ども・子育てプラザ ［問合せ・申込み］P16・17

盆（ぼん）おどり・こどもみこし・たこやき・フランクフルト・ヨー
ヨーつり・スーパーボールすくい・千本（せんぼん）引（び）き・喫茶
（きっさ）等　模擬店も出店し、小さなお子さんからどなたでも参
加できるイベントです。
7/22（土）　10：30�～�15：30
北区子ども・子育てプラザ�　大淀老人福祉センター（併設）
飲食ゲームは有料
乳幼児と保護者・小学生から高齢者までどなたでも
なし� 直接会場へ。� なし

65 プラザ★なかよし夏まつり
�平野区子ども・子育てプラザ ［問合せ・申込み］P16・17

ヨーヨーつりやくじ引き、プラバン工作など。楽しいことがいっぱ
いの夏まつり！家族や、お友達と一緒に、みんなで遊びにきてね。
7/23（日）　10：30～ 13：00
平野区子ども・子育てプラザ� 無料
どなたでも� 直接会場へ。

63 ATC水あそび王国2017
�ATC（アジア太平洋トレードセンター） ［問合せ・申込み］P16・17

水あそびスポットが夏季限定で登場！ミストフォグマシーンや
ウォーターガン、びっくりウォーター・バケツなどの楽しい水あそ
びコーナーや、小さなお子様用プールから、みんなで楽しめる大
型のこども用プールもご用意しています。
�7/15（土）～7/17（月・祝）、7/22（土）～8/20（日）�
10：00～ 17：00（最終入場は16：30まで)�
※上記日時は予定
大阪南港ATCウミエール広場�特設会場
�お一人様�700円�
※お子様おひとりにつき、付添いの大人の方2名様まで無料
12歳までのお子様� なし

※水遊びアイテム、装置などは予告なく変更になる場合があります。�
※天候によってはイベントを中止させて頂く場合がございます。�
※簡易更衣所あり。
※大人の方はプールに入れません。
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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。

キッズプラザ大阪のイベント［問合せ・申込み］P17�

71 夏の特別企画 あそびとまなびの大冒険
～コドモノチカラ ワークショップ2017～

ワクワクドキドキな、子どものための楽しいワークショップがいっ
ぱい！この夏、キッズプラザ大阪へあそびとまなびの冒険の旅に
出かけよう！キミは、どんな宝物をみつけられるかな？
7/22（土）～ 8/27（日）　10：30 ～ 16：00（最終入場15：30）
5F キッズプラザホール他
無料～ 800円（入館料別）　※ワークショップにより異なります。
どなたでも（就学前の子どもは保護者同伴）
各部混雑時は入場制限あり 直接会場へ。

※当日5階ホール前にて9：30から１日分の参加券を販売・配布

72 ゆうくん☆ころろん♪アイランド
コリントゲームづくり

ビー玉をはじいて！ころがす！コロコロ楽しいコリントゲームを
つくるよ。うごく不思議を感じながら、うごかすしくみを発明しよ
う！
 7/22（土）～ 8/27（日）　10：30 ～ 11：15/ 
11：45 ～ 12：30/13：00 ～ 13：45/14：15 ～ 15：00
5F キッズプラザホール前 500円（入館料別）
どなたでも（就学前の子どもは保護者同伴）
各部混雑時は入場制限あり 直接会場へ。

※当日5階ホール前にて9：30から１日分の参加券を販売

73 あいちゃん☆たんたん♪アイランド
すごろくBagづくり

布バッグにイラストレーターの木魚きりんさんオリジナルスタン
プを押して、すてきなすごろくバッグをつくろう♪
7/22（土）～ 8/27（日）　 10：30 ～ 16：00（最終入場15：30）
5F キッズプラザホール前 200円（入館料別）
どなたでも（就学前の子どもは保護者同伴）
100人　（混雑時は入場制限あり） 直接会場へ。

※当日5階ホール前にて9：30から１日分の参加券を販売

74 アイランドクイズラリー

地図を片手に冒険の旅に出よう！島をめぐってクイズにチャレン
ジすると飛行機が完成するよ。あいゆうエアポートでフライング
キッズになろう！
7/22（土）～ 8/27（日）　 10：30 ～ 16：00（最終入場15：30）
全館 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）

67 ホッキョクグマに氷柱プレゼント
�天王寺動物園 ［問合せ・申込み］P16・17

「大暑」の日にちなみ、ホッキョクグマの「イッちゃん」に特製の氷
柱をプレゼントします。ホッキョクグマにとって夏は元気をなくし
がちな季節。そこで、暑さで無くしがちな食欲を増やすための助
けにしたいと考えています。
7/23（日）　10：00 ～ 天王寺動物園 どなたでも
入園料（大人500円、市外小中学生200円、未就学児無料）
なし 来館にて受付。 なし

68 今昔館の夏祭り　楽市町家
⑮大阪くらしの今昔館 ［問合せ・申込み］P16・17

江戸時代のまちなみに、昔のおもちゃや張子のお面、かわいい折
り紙で作った小物屋さんなど、たくさんのお店が出るよ！
8/12（土）、8/13（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 なし 来館にて受付。

69 東淀川2017ハンドメイドマルシェとミニ縁日
⑲大阪市立東淀川区民会館 ［問合せ・申込み］P16・17

手作り作品の販売＆ワークショップ＆どこよりも安い100円ミニ
縁日（ヨーヨー釣り、スーパーボールすくい、カキ氷）
8/20（日）　10：00 ～ 16：00 大阪市立東淀川区民会館
100円～ 1,000円 どなたでも なし
当日会場で随時受付いたします。

66 ナイトZOO
�天王寺動物園 ［問合せ・申込み］P16・17

ご好評いただいております、ナイトＺＯＯを今年の夏も開催しま
す。開園時間を21時まで延長し、普段は見ることのできない夜
の動物たちの姿をお楽しみいただけます。
 7/29（土）・30（日） 
8/5（土）・6（日）、11（金・祝）～ 14（月）、19（土）・20（日）
各日21：00まで（通常の開園時間9：30 ～ 17：00から引き続き
お楽しみいただけます）
天王寺動物園 どなたでも
入園料（大人500円、市外小中学生200円、未就学児無料）
なし（混雑状況によっては入場制限を行う場合有）
来館にて受付。 なし

70 体験こども喜劇！　「ベルタ駅前商店街ですちゃらかちゃん！」
⑫大阪市立阿倍野市民学習センター ［問合せ・申込み］P16・17

さぁ、よってらっしゃい、みてらっしゃい。ベルタ駅前商店街を舞台
にした喜劇オーディションのはじまりまじまり～。脚本演出家も

「どうなることやら先が読めない！」と頭を抱える、おとなの飛び
入り大歓迎イベント！
8/19（土）　13:00 ～ 15:00 大阪市立阿倍野市民学習センター
どなたでも（なんでもありの特技をひとりひとつお持ちください）
20組 電話 または来館にて受付。
先着順（定員になり次第締切り） 無料
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　◆�キッズプラザ大阪�夏季開館時間の延長について
キッズプラザ大阪では、夏季8/1（火）～8/27（日）の間は毎日19：00まで開館します。�
※期間中無休　8/28（月）は休館日
※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

80 びんの中のちいさな世界
～とうめいじぇるの魔法～

昨年大人気だったプログラムが、この夏再び登場！水を吸うと膨
らむ不思議なジェルを使って、びんの中に自分だけの世界をつ
くっちゃおう☆お家にあるフィギュアを持ってきてもOK！
�8/9（水）・16（水）　10：50～ 11：40/�
13：00～ 13：50/14：30～ 15：20
5F　キッズプラザホール� 800円（入館料別）
小学生以上� 各回20人� 直接会場へ。

※当日5階ホール前にて9：30から１日分の参加券を販売

75 つくってみよう！からくり「�フゥ～車�」

風車と車をつくり、風の力で、からくり「フゥ～車」を動かしてみま
しょう。くるくるまわれば、コロコロはしるよ！�
※�本イベントは、公益財団法人東京応化科学技術振興財団より、
第12回「科学教育の普及・啓発助成」を受けて実施します。
7/22（土）　�10：40～ 11：20/11：50～ 12：30
5F　キッズプラザホール� 無料（入館料別）
4才～小学生　※小2以下の子ども保護者同伴
各回10人� 直接会場へ。

※当日5階ホール前にて9：30から１日分の参加券を配布

76 シルエットライト�を作ろう！

暗い部屋できれいに光るシルエットライトを作ってみよう！
�7/26（水）・27（木）　10：30～ 11：00/11：30～ 12：00/�
13：30～ 14：00/14：30～ 15：00/15：30～ 16：00
5F　キッズプラザホール� 各回15組
800円（入館料別）※材料代� 直接会場へ。
4歳以上の子どもとその保護者

※当日5階ホール前にて9：30から１日分の参加券を販売

77 ドライアイスでモクモク実験！

ドライアイスでおもしろ実験！見えない気体をつかまえよう！自
由研究にもピッタリ☆たのしいサイエンス教室です♪
8/2（水）　11：00～ 12：15/14：00～ 15：15
5F　キッズプラザホール
300円（入館料別）　※実験ブック付き
6歳以上（就学前の子どもは保護者同伴）
各回25人� 直接会場へ。

※当日5階ホール前にて9：30から１日分の参加券を販売

78 タラヨウの葉っぱでお手紙をかこう！

字が書ける葉っぱ「タラヨウの葉」でお手紙をかこう！切手を貼っ
てポストに入れると、郵便屋さんが送り先に届けてくれるよ♪
8/5（土）　11：00～ 12：00/13：00～ 14：00/14：30～ 15：30
5F　キッズプラザホール
300円　（入館料別）　※切手代を含む
どなたでも（就学前の子どもは保護者同伴）
各回20人� 直接会場へ。

※当日5階ホール前にて9：30から１日分の参加券を販売

81 めざせ！ちびっこプログラマー
～タブレットでうごく絵本を作ろう～

プログラミングがはじめてでも大丈夫！未就学児から楽しめる
プログラミング言語「Scratch�Jr」を使って、“うごく絵本”を作り
ます！
8/22（火）　�11：00～ 11：45/12：00～ 12：45/13：00～ 13：45
5F　キッズプラザホール� 無料（入館料別）
4才～小学生　※小2以下の子ども保護者同伴
各回15人� 直接会場へ。

※当日5階ホール前にて9：30から１日分の参加券を販売

79 ねるねる教室

楽しい実験やクイズを通して、「ねるねるねるね」の秘密を探って
みよう！
8/6（日）　10：30～ 11：20/13：00～ 13：50/14：30～ 15：20
5F　キッズプラザホール
200円（入館料別）�
※卵（小麦・乳）アレルギーのあるお子様はご参加できません。
各回20組� 直接会場へ。

※当日5階ホール前にて9：30から１日分の参加券を販売
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中央図書館 6539-3301　 6539-3335
地下鉄「西長堀」

夏休み工作教室「ぼくの、わたしのオリジナル国旗を作ろう！」
7/30（日） 14：00 ～ 15：30 500円（材料費）
大阪市立中央図書館 5階大会議室
4歳～小学生の子どもとその保護者
事前申込先着順60組 電話か来館にて
7/26（水） 7/12（水）から申込受付開始

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」

わくわく絵本　キッズスマイルブックとえほんであそぼ！！
8/5（土） 11：00 ～ 11：45 無料
大阪市立北図書館2階読書室
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」

どんぐりんの夏のこども会　人形劇とラブリーシアター
7/23（日） 11：00 ～ 12：00 無料
大阪市立都島区民センター会議室2
幼児・小学生と保護者 当日先着30人

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」

マトリョーシカのおはなし会
7/30（日） 11：00 ～ 12：00 無料
大阪市立福島区民センター会議室 幼児から 
当日先着25人

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

夏のおはなし会
8/4（金） 11：00 ～ 11：30 無料
大阪市立此花図書館絵本コーナー
小学生、幼児と保護者 当日先着30人

島之内図書館 6211-3645　 6212-5449
地下鉄「長堀橋」

おたのしみ会
7/19（水）・26（水）・8/2（水）・9（水）・16（水） 15：30 ～ 16：

00
大阪市立島之内図書館 無料
幼児と保護者、小学生 当日先着30人

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
7/19（水）・26（水）、8/2（水）・9（水）・16（水）・23（水）・30（水）
大阪市立港図書館 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」

夏休み「月ようおはなし会」
7/24（月）、31（月）、8/7（月）、21（月）、28（月） 16：00 ～ 16：30
大阪市立大正図書館　おはなしの部屋 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
7/22（土） 15：00 ～ 15：30 無料
大阪市立天王寺図書館　2階　おはなしのへや
小学生・幼児と保護者 当日先着25人

浪速図書館 6632-4946　 6632-4973
地下鉄「大国町」

【なにわの日参画イベント】　リサイクル工作教室　「作って 遊んで 人形劇」
8/1（火） 14：00 ～ 16：00 無料
大阪市立浪速図書館　会議室
幼児から（6歳以下の方はおとなの人と参加してください）
事前申込先着順20人 電話か来館にて

7/8（土）10：00から申込受付開始 
牛乳パック（1,000ml）2本を当日お持ちください。 
共催：大阪市環境局中部環境事業センター出張所

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

夏のこども会
7/26（水） 15：00 ～ 15：45 無料
大阪市立西淀川図書館多目的室 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」

オリジナル紙バッグを作ろう！　－夏休みリサイクル工作教室－
7/22（土） 14：00 ～ 16：00 無料
大阪市立淀川図書館2階集会室
幼児・小学生から（小学生以下は保護者と一緒に参加）
事前申込先着順20人 電話か来館にて

7/8（土）11：00から申込受付開始

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

おたのしみ会　ぴょんぴょん
第1・第3・第5水曜日 15：30 ～ 16：00 無料
大阪市立東淀川図書館 幼児・児童 当日先着30人

東成図書館 6972-0727　 6972-0278
地下鉄「今里」

てんとうむしのカービング教室
8/11（金・祝） 14：00 ～ 15：00 100円（材料費）
大阪市立東成図書館　多目的室 小学生
事前申込先着順20人 電話か来館にて

7/21（金）から申込受付開始

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！
7/25（火） 14：00 ～ 15：00 無料 どなたでも
大阪市立生野図書館会議室 当日先着50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」

夏のおはなし会
7/22（土）　14：00 ～ 14：40 無料
大阪市立旭図書館多目的室 どなたでも
当日先着100人

図書館のイベント
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城東図書館 6933-0350　 6933-0351
��地下鉄「蒲生四丁目」�京阪「野江」

夏のこども会　どんぐりんの人形げきとラブリー★シアター
7/29（土）�14：00～ 15：00� 無料
大阪市立城東図書館　多目的室� 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」

でんでんむしのおはなし会　－ストーリーテリングの会－
8/24（木）�11：00～ 11：40� 無料
大阪市立鶴見図書館� 当日先着50人
5歳以上。大人だけでも参加できます。

阿倍野図書館 6656-1009　 6656-1043
地下鉄「阿倍野」

リサイクル工作教室〜スーパーぶんぶんゴマとストロートンボを作ろう〜
8/20（日）�14：30～ 16：00� 無料
大阪市立阿倍野図書館　多目的室
小学生以上（1～ 2年生は保護者同伴でお願いします）
事前申込先着順20人� 電話か来館にて

8/1（火）10：00から申込受付開始

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」

工作教室 どんぐりころころきのみのこうさく
8/20（日）�10：00～ 12：00� 無料
大阪市立住之江会館　大会議室� どなたでも
事前申込先着30人� 電話か来館にて

8/4（金）10：00から申込受付開始

住吉図書館 6606-4946　 6606-6987
南海「沢ノ町」

夏休みおはなし会
7/27（木）�15：00～ 15：30� 無料
大阪市立住吉図書館� 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」

パレットの夏のおはなし会
7/29（土）�11：00～12：00　14：00～15：00　（2回公演）
大阪市立東住吉会館　大会議室� 無料
どなたでも� 当日先着50人

午前・午後の2部構成ですが、それぞれ1回で完結します。

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」

クラフトパークのえほん展
7/28（金）�10：30～ 14：30� 無料
大阪市立クラフトパーク� どなたでも� なし

事前申込不要

西成図書館 6659-2346　 6659-8599
地下鉄「岸里」

おたのしみ会 夏休み特別版
7/25（火）�11：00～ 11：45� 無料
大阪市立西成区民センター会議室1-1
小学生、幼児と保護者
当日先着30人
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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大阪市下水道科学館� 掲載イベント

番号 1

 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

②大阪市立西区民センター� 掲載イベント
番号 2

 06-6531-1400  06-6531-1402
〒550-0014　大阪市西区北堀江4-2-7

 地下鉄「西長堀」
 南極,南極地域観測隊,越冬隊,観測のようす,展示,大阪市立西区民センター 検索

③大阪市立大学�研究支援課�技術支援担当� 掲載イベント
番号 3

 06-6605-2940  06-6605-2957
〒558-8585　大阪市住吉区杉本3-3-138

 JR「杉本町」、地下鉄「あびこ」
 大阪市立大学　親子実験教室　ヒヨコの赤ちゃん　2017 検索

④鶴見緑地パークセンター� 掲載イベント
番号 4

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

 地下鉄「鶴見緑地」
 鶴見緑地 検索

⑤大阪市立自然史博物館� 掲載イベント
番号 5 6 7 8

 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

⑥メガ恐竜展2017事務局� 掲載イベント
番号 9

 06-6615-5556  06-6615-5021
〒559-0034　大阪市住之江区南港北2-1-10

 地下鉄「トレードセンター前」
 メガ恐竜展2017 検索

⑦大阪市立科学館� 掲載イベント
番号 10 11 12 13 14 15

 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

⑧おおさかワンニャンセンター（大阪市動物管理センター）� 掲載イベント番号 16 17 18
 06-6685-3700  06-6686-4507

〒559-0021　大阪市住之江区柴谷2-5-74
 地下鉄「北加賀屋」　  fc0011@city.osaka.lg.jp
 おおさかワンニャンセンター（大阪市動物管理センター） 検索

⑨大阪市立総合生涯学習センター� 掲載イベント
番号 19 49 50

 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

⑩大阪市立難波市民学習センター� 掲載イベント番号 20 21 22 23 59 60
 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

⑪大阪市立阿倍野防災センター� 掲載イベント
番号 24 25

 06-6643-1031（平日9：30 〜 17：30）  06-6643-1040
〒545-0052　
大阪市阿倍野区阿倍野筋3-13-23 あべのフォルサ3階

 地下鉄「阿倍野」
 大阪市立阿倍野防災センター 検索

⑫大阪市立阿倍野市民学習センター� 掲載イベント番号 26 27 28 29 36 51 70
 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大阪市消防局予防部予防課　防災指導� 掲載イベント
番号 30

 06-4393-6334（平日9：00 〜 17：30）  06-4393-4580
〒550-0025　大阪市消防局予防部予防課防災指導　大阪市西区九条南1-12-54

 地下鉄「ドーム前千代崎」、阪神「ドーム前」　
 syobo-kyoushitsu@city.osaka.lg.jp

⑭大阪市立大学あそびとまなびのキャンパス実行委員会� 掲載イベント番号 31
 06-6605-3504  06-6605-3505

〒558-8585　大阪市住吉区杉本3-3-138
 JR「杉本町」

⑮大阪くらしの今昔館� 掲載イベント
番号 32 44 68

 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

⑯大阪歴史博物館� 掲載イベント
番号 33 34 38

 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
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⑰大阪市立東住吉会館� 掲載イベント
番号 35 39 40 41

 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

⑱大阪市教育委員会事務局�総務部文化財保護課� 掲載イベント
番号 37

 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

⑲大阪市立東淀川区民会館� 掲載イベント
番号 42 43 55 69

 06-6379-0700  06-6379-0800
〒533-0023　東淀川区東淡路1-4-53

 阪急「淡路」、市バス「東淡路1丁目」
 東淀川区民会館 検索

⑳大阪市立西成区民センター� 掲載イベント
番号 45

 06-6651-1131  06-6651-1158
〒557-0041　大阪市西成区岸里1-1-50

 地下鉄「岸里」・「天下茶屋」、南海「天下茶屋」
 西成区民センター 検索

�大阪市立クラフトパーク� 掲載イベント
番号 46 47 48

 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

�咲くやこの花館� 掲載イベント
番号 52

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

 地下鉄「鶴見緑地」
 さくやこのはなかん 検索

�大阪市立美術館　美術研究所� 掲載イベント
番号 53

 06-6771-4874  06-6771-4856
〒543-0063　大阪市天王寺区茶臼山町1-82

 JR・地下鉄「天王寺」、近鉄「大阪阿部野橋」
 大阪市立美術館 検索

�平野区子ども・子育てプラザ� 掲載イベント
番号 54 65

 06-6707-0900  06-6707-0900
〒547-0024　大阪市平野区瓜破3-3-64

 喜連瓜破
 平野区子ども・子育てプラザ 検索

�大阪市教育委員会事務局�生涯学習部生涯学習担当� 掲載イベント番号 56
 06-6539-3345  06-6532-8520

〒550-0014　大阪市西区北堀江4-3-2
 地下鉄「西長堀」
 大阪市教育委員会たそがれコンサート 検索

�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 57
 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

�人形げきフェスタinすみのえ事務局（人形劇団クラルテ内）�掲載イベント番号 58
 06-6685-5601  06-6686-3461

〒559-0015　大阪市住之江区南加賀屋3-1-7
 地下鉄・ニュートラム「住之江公園」
 人形げきフェスタinすみのえ事務局 検索

�（一財）大阪市コミュニティ協会　大正区支部協議会� 掲載イベント番号 61
 06-6553-5511  06-6554-7878

〒551-0003　大阪市大正区千島2-6-15
  JR・地下鉄「大正」〜大阪市営バス2番乗り場「鶴町四丁目」行き
乗車後、「大正区役所前」下車。バスは5分に1本程度、バス乗車
時間は10分程度

�大阪市立こども文化センター� 掲載イベント
番号 62

 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」

�ATC（アジア太平洋トレードセンター）�掲載イベント番号 63
 06-6615-5230  06-6615-5021

〒559-0034　大阪市住之江区南港北2-1-10
 地下鉄「南港ポートタウン線」、ニュートラム「トレードセンター前」
 ATC水あそび王国 検索

�北区子ども・子育てプラザ� 掲載イベント
番号 64

 06-6374-0870  06-6374-0870
〒531-0074　大阪市北区本庄東1-24-11

 地下鉄「天神橋筋6丁目」

�天王寺動物園� 掲載イベント
番号 66 67

 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

�キッズプラザ大阪� 掲載イベント番号 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81
 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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自
しぜん

然や動
どうぶつ

物・植
しょくぶつ

物のことが学
まな

べる博
はくぶつかん

物館

「花
はな

と緑
みどり

と自
し ぜ ん

然の情
じょうほう

報センター」内
ない

の「大
おおさか

阪の自
し ぜ ん し

然誌」で大
おおさか

阪の自
し ぜ ん

然にふれ、玄
げんかんまえ

関前ポーチのクジラの標
ひょうほん

本に
導
みちび

かれ、本
ほんかん

館へ。常
じょうせつてん

設展では「自
し ぜ ん

然と人
にんげん

間」を中
ちゅうしん

心テーマに、恐
きょうりゅうなど

竜等の化
か せ き

石や動
どうしょくぶつ

植物の標
ひょうほん

本を展
て ん じ

示してるよ。

住 所 〒546-0034 東住吉区長居公園1-23
電 話 6697-6221 ／ FAX 6697-6225
時 間 〈3 ～ 10月〉9：30 ～ 17：00   〈11 ～ 2月〉9：30 ～ 16：30（入館は閉館の30分前まで）
休 み 月曜（休日の場合は、その翌日）・年末年始
入館料 大人300円　高校・大学生200円（団体割引あり）中学生以下、障がい者、市内在住の65歳以上の方

は無料【要証明】、特別展は別料金、併設の花と緑と自然の情報センターは無料（ただし、2階ネイ
チャーホールにおける特別展等は有料）

行き方 地下鉄・JR「長居」

世
せかいてき

界的に貴
きちょう

重な陶
とうじき

磁器を見
み

よう

中
ちゅうごく

国・韓
かんこく

国・日
に ほ ん

本の陶
と う じ き

磁器が展
て ん じ

示されています。1,000年
ねんいじょう

以上も昔
むかし

の貴
きちょう

重な陶
と う じ き

磁器や、美
うつく

しい色
いろづか

使いの
陶
と う じ き

磁器をぜ～んぶ見
み

てね。

住 所 〒530-0005 北区中之島1-1-26（大阪市中央公会堂東側）
電 話 6223-0055 ／ FAX 6223-0057
時 間 9：30 ～ 17：00（入館は16：30まで）
休 み 月曜（祝日の場合は、その翌日）・年末年始・展示替期間
入館料 大人500円　高校・大学生300円

（企画展・特別展開催期間中は別料金となります。）中学生以下、障がい者手帳をお持ちの方、市内在
住の65歳以上の方は無料【要証明】

行き方 京阪中之島線「なにわ橋」、地下鉄御堂筋線・京阪本線「淀屋橋」
地下鉄堺筋線・京阪本線「北浜」

さまざまな美
びじゅつさくひん

術作品を見
み

て楽
たの

しもう

絵
か い が

画や彫
ちょうこく

刻、工
こうげいひん

芸品など、約
やく

8,400件
けん

もの日
に ほ ん

本や中
ちゅうごく

国のむかしの作
さくひん

品が集
あつ

められている美
びじゅつかん

術館。すばらし
い作

さくひん

品ばかりで、珍
めずら

しい大
おお

むかしの中
ちゅうごく

国の仏
ほとけ

さまもあるよ。

住 所 〒543-0063 天王寺区茶臼山町1-82（天王寺公園内）
電 話 6771-4874 ／ FAX 6771-4856
時 間 9：30 ～ 17：00（入館は16：30まで）
休 み 月曜（祝日の場合は、その翌平日※8/14は開館）・年末年始・展示替期間
入館料 大人300円　高校・大学生200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】（特別展・特別陳列などは別料金）
行き方 地下鉄・JR「天王寺」、市バス「あべの橋」、

近鉄「大阪阿部野橋」北西へ約400m

自
し

然
ぜん

史
し

博
はく

物
ぶつ

館
かん

大阪市立美術館 検索

大阪市立東洋陶磁美術館 検索

大阪市立自然史博物館 検索

施設　一覧

美
び

 術
じゅつ

 館
かん

東
とう

洋
よう

陶
とう

磁
じ

美
び

術
じゅつ

館
かん
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地
ちじょう

上50ｍの展
てんぼうだい

望台からの眺
なが

めは最
さいこう

高

今
いま

の大
おおさかじょうてんしゅかく

阪城天守閣は、安
あ づ ち も も や ま じ だ い

土桃山時代の武
ぶしょうとよとみひでよし

将豊臣秀吉が建
た

てた天
てんしゅかく

守閣から数
かぞ

えて３代
だ い め

目です。最
さいじょうかい

上階の
展
てんぼうだい

望台から大
おおさか

阪のまちを見
み わ た

渡した後
あと

は、各
かくかい

階の貴
きちょう

重な展
て ん じ ぶ つ

示物を見
み

よう。

住 所 〒540-0002 中央区大阪城1-1
電 話 6941-3044 ／ FAX 6941-2197
時 間 9：00 ～ 17：00（入館は閉館の30分前まで）

季節により開館時間延長あり
休 み 年末年始
入館料 大人600円　中学生以下、市内在住の65歳以上の方、障がい者手帳等ご持参の方は無料【要証明】
行き方 地下鉄「谷町四丁目」「森ノ宮」「天満橋」「大阪ビジネスパーク」、

ＪＲ「大阪城公園」「森ノ宮」「大阪城北詰」、京阪「天満橋」、市バス「大阪城大手前」「馬場町」、
大阪水上バス「大阪城港」「八軒家浜船着場」

おおさかの歴
れ き し

史の旅
たび

へでかけよう

古
こ だ い

代から近
きんだいげんだい

代現代までの“都
と し

市おおさか”の歴
れ き し

史を紹
しょうかい

介する博
はくぶつかん

物館。ボランティアスタッフの協
きょうりょく

力によ
る体

たいけんがくしゅう

験学習（メニューは日
ひ が

替わり）などがあります。原
げんすんさいげん

寸再現や模
も け い

型が豊
ほ う ふ

富であり、展
てんじじょう

示場を巡
めぐ

り歩
ある

く
だけでも、きっとさまざまな発

はっけん

見があるよ！

住 所 〒540-0008 中央区大手前4-1-32
電 話 6946-5728 ／ FAX 6946-2662
時 間 9：30 ～ 17：00（入館は閉館の30分前まで）
休 み 火曜（祝日の場合は、その翌日）・年末年始
入館料 大人600円　高校・大学生400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）、市内在住の65歳以上の方は無料【要証明】（特別展は別料金）
行き方 地下鉄「谷町四丁目」、市バス「馬場町」

ふしぎな科
かがく

学の世
せかい

界を探
さぐ

ってみよう！

「宇
うちゅう

宙とエネルギー」がテーマの科
か が く か ん

学館。見
み

て、ふれて、学
まな

べる展
て ん じ ぶ つ

示物が約
やく

200点
てん

！直
ちょっけい

径26.5メートル
の大

おお

きなドームで、本
ほんもの

物の星
ほしぞら

空のようにたくさんのお星
ほしさま

様を見
み

られるよ！

住 所 〒530-0005 北区中之島4-2-1
電 話 6444-5656 ／ FAX 6444-5657
時 間 9：30 ～ 17：00（展示場の入場は16：30まで）
休 み 月曜（休日の場合は翌平日）・年末年始・臨時休館日
観覧料 展示場：大人400円　高校・大学生300円　中学生以下無料（プラネタリウムホールは別料金）

※30名以上は団体割引あり※障がい者手帳をお持ちの方、市内在住の65歳以上の方は無料【要証明】
行き方 地下鉄「肥後橋」、京阪「渡辺橋」、

ＪＲ「福島」「新福島」、阪神「福島」、市バス「田蓑橋」

大
おお

阪
さか

城
じょう

天
てん

守
しゅ

閣
かく

大阪市立科学館 検索

大阪歴史博物館 検索

大阪城天守閣 検索

科
か

 学
がく

 館
かん

大
おお

阪
さか

歴
れき

史
し

博
はく

物
ぶつ

館
かん
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平
へ い わ

和の大
たいせつ

切さを考
かんが

えよう

大
おおさか

阪のまちは50回
かい

を超
こ

える空
くうしゅう

襲を受
う

けて焼
や

け野
の は ら

原となり、多
おお

くの命
いのち

が失
うしな

われたんだ。空
くうしゅう

襲や戦
せんそうちゅう

争中の
生
せいかつ

活の様
よ う す

子などを展
て ん じ

示し、平
へ い わ

和の大
たいせつ

切さを伝
つた

えていくよ。

住 所 〒540-0002 中央区大阪城2-1
電 話 6947-7208 ／ FAX 6943-6080
時 間 9：30 ～ 17：00（入館は16：30まで）
休 み 月曜・祝日の翌日・月末（祝日の翌日及び月末が日曜の場合は、翌々日の火曜）・年末年始
入館料 大人250円　高校生150円　中学生以下、障がい者、65歳以上の方は無料【要証明】
行き方 地下鉄「森ノ宮」１号出口、JR「森ノ宮」北出口

暮
く

らしにかかせない下
げすいどう

水道のことがわかります

都
と し

市の暮
く

らしを支
ささ

える大
たいせつ

切な下
げ す い ど う

水道の役
やくわり

割や仕
し く

組みなど楽
たの

しみながらわかりやすく学
まな

べる参
さんかたいけんがた

加体験型
の施

し せ つ

設だよ。さまざまなイベントを開
かいさい

催しているよ。

住 所 〒554-0001 此花区高見1-2-53
電 話 6466-3170 ／ FAX 6466-3165
時 間 9：30 ～ 17：00（入館は16：30まで）
休 み 月曜（休日の場合は、その翌日）・年末年始・7/20 ～ 8/31は月曜日も開館
入館料 無料
行き方 阪神「淀川」より500m、JR「西九条」より市バス82号「高見一丁目」すぐ（運行台数が少ないため時

刻表を確認して下さい。）

感
かんせい

性ゆたかに、生
なま

の舞
ぶたいげいじゅつ

台芸術を！こども文
ぶんか

化センターは平
へいせい

成28年
ねん

4月
がつ

より此
このはなく

花区のクレオ大
おお

阪
さかにし

西へ移
いてん

転しました。これからもよろしくね！

「こども劇
げきじょう

場」では、ホールで楽
たの

しい演
えんげき

劇や人
にんぎょうげき

形劇、コンサートを鑑
かんしょう

賞できるよ。また、こどもたちが活
かつやく

躍
する発

はっぴょうかい

表会「こどもフェスティバル」や、ブラスバンド、ミュージカルなどの「こども教
きょうしつ

室」もあるよ。

住 所 〒554-0012 此花区西九条6-1-20
電 話 6460-7800 ／ FAX 6460-9630
時 間 9：00 ～ 21：30
休 み 月曜（祝日の場合はその翌日）・年末年始
行き方 JR環状線・阪神なんば線「西九条」

ピースおおさか 検索

大阪市下水道科学館 検索

大阪市立こども文化センター 検索

こども文
ぶん

化
か

センター

ピースおおさか（大
おお

阪
さか

国
こく

際
さい

平
へい

和
わ

センター）

下
げ

水
すい

道
どう

科
か

学
がく

館
かん
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あなたはもう体
たいけん

験しましたか？

迫
はくりょく

力ある映
えいぞう

像や振
しんどう

動で地
じしんはっせい

震発生の様
よ う す

子を再
さいげん

現。街
まち

の倒
とうかい

壊や揺
ゆ

れの恐
こわ

さをリアルに体
たいかん

感し、消
しょうか

火・避
ひ な ん

難・
救
きゅうじょ

助といった災
さ い が い じ

害時に必
ひつよう

要な一
いちれん

連の行
こうどう

動をわかりやすく体
たいけん

験・学
がくしゅう

習することができるよ。

住 所 〒545-0052 阿倍野区阿倍野筋3-13-23
電 話 6643-1031 ／ FAX 6643-1040
時 間 10：00 ～ 18：00
休 み 水曜・毎月最終木曜（祝日の場合は、その翌日）・年末年始
入館料 無料
行き方 地下鉄「天王寺」・「阿倍野」

驚
おどろ

きいっぱい！こどものための博
はくぶつかん

物館

日
に ほ ん

本で初
はじ

めて誕
たんじょう

生したこどものための博
はくぶつかん

物館。こどもの街
まち

を囲
かこ

んで、遊
あそ

びながら学
まな

べる展
て ん じ

示やワーク
ショップがいっぱい！気

き

づかなかった不
ふ し ぎ

思議や驚
おどろ

きに出
で あ

会えるよ。

住 所 〒530-0025 北区扇町2-1-7
電 話 6311-6601 ／ FAX 6311-6605
時 間 9：30 ～ 17：00（8/1 ～ 8/27は19：00まで）※入館券の発売は閉館の45分前まで
休 み 第2・第3月曜（祝日の場合は、その翌日）・8/14・8/21は開館・8/28は休館・年末年始
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　（団体・学校行事割引あり）

65歳以上700円　障がい者（介護者1名含む）半額（幼児は200円）【要証明】
行き方 地下鉄「扇町」、JR「天満」

阿倍野防災センター 検索

つくる楽
たの

しさがいっぱい！

２時
じ か ん

間30分
ぷん

で本
ほんかくてき

格的な工
こうげいたいけん

芸体験ができる１日
にちたいけんきょうしつ

体験教室を開
かいさい

催。ガラス工
こうげい

芸・陶
とうげい

芸・染
せんしょく

色・織
おりもの

物・木
もっこう

工・
金
きんこう

工などの教
きょうしつ

室があるよ（要
よ う よ や く

予約・有
ゆうりょう

料）。
小
しょうがくせい

学生から大
お と な

人まで参
さ ん か

加できるので、親
お や こ

子でものづくりを楽
たの

しめます。楽
たの

しんでつくった作
さくひん

品は、つか
う楽

たの

しみもあるよ。開
かいさいにってい

催日程などは、クラフトパークまでお問
と

い合
あ

わせください。

住 所 〒547-0012 平野区長吉六反1-8-44
電 話 4302-9210 ／ FAX 4302-9212
時 間 9：30 ～ 17：00
休 み 火曜・年末年始
入館料 無料（創作教室、体験教室は有料）
行き方 地下鉄「出戸」から市バス「六反一丁目（クラフトパーク前）」より320ｍ

クラフトパーク 検索

キッズプラザ大阪 検索

阿
あ

倍
べ

野
の

防
ぼう

災
さい

センター

キッズプラザ大
おお

阪
さか

クラフトパーク
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大
おおさかしない

阪市内で森
しんりんよく

林浴を満
まんきつ

喫できる
住 所 〒546-0034 東住吉区長居公園1-23
電 話 6696-7117 ／ FAX 6696-7405
時 間 〈3 ～ 10月〉9：30 ～ 17：00（入園は16：30まで）〈11 ～ 2月〉9：30 ～ 16：30（入園は16：00まで）
休 み 月曜（休日の場合は、その翌平日）・年末年始
入園料 大人200円　中学生以下、障がい者手帳をお持ちの方（介護者1人を含む）、大阪市内在住の65歳以

上の方は無料【要証明（健康手帳、敬老優待乗車証等の原本）】
行き方 地下鉄御堂筋線・ＪＲ阪和線「長居」 

人
にんきもの

気者の動
どうぶつたち

物達に会
あ

いに行
い

こう

約
やく

200種
しゅ

1000点
てん

の動
どうぶつ

物に会
あ

える動
どうぶつえん

物園。それぞれの動
どうぶつ

物が生
せいそく

息する現
げんち

地の景
けいかん

観を再
さいげん

現した中
なか

で動
どうぶつたち

物達
ものびのび。おすすめは、アフリカサバンナゾーンとアジアの熱

ねったいうりん

帯雨林ゾーン・ゾウ舎
しゃ

。お見
み の が

逃しなく！

緑
みどり

の多
おお

い歴
れ き し

史ある公
こうえん

園

園
えんない

内には名
めいえん

園「慶
けいたくえん

沢園」（有
ゆうりょう

料）があり、都
と か い

会の中
なか

で落
お

ち着
つ

いた雰
ふ ん い き

囲気を楽
たの

しめます。また、大
おおさかふゆ

阪冬の陣
じん

・
大
おおさかなつ

阪夏の陣
じん

で本
ほんじん

陣となった茶
ちゃうすやま

臼山もあるよ。

住 所 〒543-0063 天王寺区茶臼山町1-108
電 話 6771-8401 ／ FAX 6772-4633
時 間 動物園・慶沢園 9：30 ～ 17：00（動物園入園は16：00まで、慶沢園入園は16：30まで）　公園 7：00 ～ 22：00
休 み 動物園・慶沢園 月曜（祝日の場合は、翌平日）・年末年始（臨時開園する場合があります）　公園無休
入園料 動物園：大人500円　小中学生200円　未就学児無料　公園：無料　慶沢園：大人150円　小中学生

80円　未就学児無料　※市内在住・在学の小中学生、市内在住の65歳以上の方、障がい者手帳等をお
持ちの方は無料【要証明】

行き方 地下鉄・ＪＲ「天王寺」
地下鉄「動物園前」「恵美須町」

日
に ほ ん

本の代
だいひょうてき

表的な11の森
もり

を植
しょくさいてんじ

栽展示しています。

日
に ほ ん

本だけでなく、外
がいこく

国の木
き

もたくさん植
う

えられています。緑
みどり

がいっぱいの植
しょくぶつえん

物園だから、空
く う き

気もおいしい！
7/22（土

ど

）「森
もり

のサマースクール」開
かいさい

催。（小
しょうがく

学３年
ねんせい

生〜６年
ねんせい

生対
たいしょう

象）要
よう

申
もうしこみ

込。詳
くわ

しくは下
か

記
き

検
けんさく

索。

住 所 〒576-0004 大阪府交野市私市2000
電 話 072-891-2059 ／ FAX 072-891-2101
時 間 9：30 ～ 16：30（入園は16：00まで）
休 み 月曜（祝日の場合は開園）・年末年始
入園料 高校生以上350円　中学生以下、障がい者とつきそいの方１名、大阪市内在住の65歳以上の方は

無料【要証明】　※30名以上は団体割引あり
行き方 京阪「私市」、ＪＲ「河内磐船」

天王寺動物園 検索

長居植物園 検索

市大理学部附属植物園 検索

天
てん

王
のう

寺
じ

動
どう

物
ぶつ

園
えん

・公
こう

園
えん

長
なが

居
い

植
しょく

物
ぶつ

園
えん

市
し

大
だい

理
り

学
がく

部
ぶ

附
ぶ

属
ぞく

植
しょく

物
ぶつ

園
えん
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江
え ど じ だ い

戸時代にタイムスリップしよう

ビルの中
なか

に江
え ど じ だ い

戸時代の大
おおさか

坂の町
ま ち な

並みを実
じつぶつだい

物大で再
さいげん

現。町
まち

の中
なか

を自
じ ゆ う

由に散
さ ん ぽ

歩したり、展
て ん じ ぶ つ

示物を手
て

にとった
り。大

おおさか

阪の住
す

まいと暮
く

らしの歴
れ き し

史が勉
べんきょう

強できるよ。

住 所 〒530-0041 北区天神橋6-4-20（住まい情報センター 8階）
電 話 6242-1170 ／ FAX 6354-8601
時 間 10：00 ～ 17：00（入館は16：30まで）
休 み 火曜（7/25（火）は開館）・12/29 ～ 1/2
入館料 大人600円　高校・大学生300円　中学生以下、障がい者、市内在住の65歳以上の方は無料

【要証明】
行き方 地下鉄・阪急「天神橋筋六丁目」３号出口直結

ＪＲ「天満」北へ徒歩7分

世
せ か い

界の植
しょくぶつ

物をめぐる旅
たび

へ出
で

かけよう

世
せかいじゅう

界中の植
しょくぶつ

物のおよそ2600種
しゅ

を栽
さいばいてんじ

培展示する日
にほんさいだいきゅう

本最大級の総
そうごうしょくぶつえん

合植物園。お子
こ さ ま

様が楽
たの

しみながら植
しょくぶつ

物に
ついて学

まな

べるクイズラリーもあります。

住 所 〒538-0036 鶴見区緑地公園2-163
電 話 6912-0055 ／ FAX 6913-8711
時 間 10：00 ～ 17：00（入館は16：30まで）
休 み 月曜（祝日の場合は、その翌平日）・年末年始
入館料 大人500円　※中学生以下、障がい者手帳等をお持ちの方（介護人1人を含む）、大阪市内在住の65

歳以上の方は無料【要証明（健康手帳、敬老優待乗車証等の原本）】　30人以上は団体割引あり。
行き方 地下鉄「鶴見緑地」駅から徒歩約10分

津
つ な み

波が来
き

たら…きみはどう行
こうどう

動する？迫
はくりょくまんてん

力満点の「津
つなみさいがいたいかん

波災害体感シアター」で津
つ な み

波の恐
おそ

ろしさ
を体

たいけん

験しよう！
「高

たかしお

潮」と「津
つ な み

波」のことを映
えいぞう

像と模
も け い

型を使
つか

って分
わ

かりやすく教
おし

えてくれるよ。“見
み

て、聞
き

いて、触
さわ

って”
楽
たの

しく学
まな

び、災
さいがい

害への備
そな

えの大
たいせつ

切さに気
き づ

付いてね。11/12（日
にち

）には、地
ち い き

域の皆
みな

さんと「ぼう祭
さい

のつどい」
を開

かいさい

催し、楽
たの

しいイベントを行
おこな

います。詳
しょうさい

細はホームページ等
とう

でお知
し

らせします。

住 所 〒550-0006 西区江之子島2-1-64
電 話 06-6541-7799 ／ FAX 06-6541-7760
時 間 10：00 ～ 16：00
休 み 火曜日（祝日・休日の場合は、翌平日）、年末年始
入館料 無料
行き方 地下鉄「阿波座」8番出口すぐ

大阪くらしの今昔館 検索

咲くやこの花館 検索

津波・高潮ステーション 検索

大
おお

阪
さか

くらしの今
こん

昔
じゃく

館
かん

（住
す

まいのミュージアム）

津
つ

波
なみ

・高
たか

潮
しお

ステーション

咲
さ

くやこの花
はな

館
かん
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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7月10日

大阪市では女性活躍を応援するさまざまな団体と共に今年も 8 月の１ヶ月間をワーク・ライフ・バランス推進月間として集中的に取組みます。
「やりがいを感じながら働く時間」と「家族とともに過ごす時間」と「自分自身の趣味や地域活動を楽しむ時間」を調和させて「笑顔ある暮
らし」を実現していきましょう。
主催：大阪市　共催（予定）：一般財団法人大阪市男女共同参画のまち創生協会、大阪市女性起業家情報交流協会、大阪商工会議所、大阪市
地域女性団体協議会、大阪市ＰＴＡ協議会、大阪労働局、公益社団法人関西経済連合会、公益財団法人 21 世紀職業財団関西事務所、公立大
学法人大阪市立大学、特定非営利活動法人大阪ＮＰＯセンター、日本労働組合総連合会大阪府連合会（五十音順）
問合せ：大阪市市民局男女共同参画課　　TEL06-6208-7655　　FAX06-6202-7073

広告

お互いの
人権守って
明るい社会

「会計って何？」「会社経営って大変？」「公認会計士はどんな仕事？」会計のことや、公認会計士に
ついて、楽しみながら学べるイベント「ハロー！会計」

【日　　時】 平成２９年８月６日（日）１３時～１６時
【場　　所】 ヒルトン大阪 ４階「金の間」
【定　　員】 先着１００名程度
【対　　象】 小中学生（小５～中３）/保護者同伴可
【応募方法】 ハロー！会計お申し込み専用ページよりお願いします。 
専用ページURL https://business.form-mailer.jp/fms/c9f5708a66974

【応募締切】 平成２９年８月２日（水）
※ 定員に達し次第締め切ります。

お問い合わせ先：日本公認会計士協会 近畿会 広報部 TEL０６－６２７１－０４００

小中学生のための夏休み特別公開授業

ハロー！会計

しんらいおん君
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