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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

くらし・環境・スポーツ にタッチ

1 未来エネルギー！水素について学ぼう！―ミニカーを使った実験もあるよ―
①大阪科学技術館 ［問合せ・申込み］P7

小中学生を対象に、水素エネルギーについて身近に触れ学ぶ、水素ミニ
カー教室を実施します。水素エネルギーや水素でつくった電気で走る燃
料電池自動車の仕組みについて、楽しく学べます。
3/25（日） ①10：30 ～ ②13：00 ～ ③14：00 ～
大阪科学技術館 無料
小学生以上中学生以下（ただし、小学3年生未満は保護者同伴）
各回先着16名 当日整理券配布
定員になり次第締め切り ※参加者に記念品プレゼント

2 プラネタリウム「はるかなる大マゼラン雲」
②大阪市立科学館 ［問合せ・申込み］P7

南天の美しい星空とともに1987年大マゼラン雲にあらわれた超新星
1987Aの正体に迫ります。※前半は今夜の星空解説
3/1(木) ～ 5/27(日)

3月の投影時刻：平日(火～金)…11：00、12：00、14：00、16：00 
土・日・祝（3/27～4/13）…10：10、12：00、14：00、16：00(約45分間、入替制)
※3/17（土）は、ジュニア科学クラブ会員専用となり、10：10からの投影はあ
りません。 ※投影スケジュールは3月末までのものです。4月以降はスケ
ジュールが大きく変わります。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）

大阪市立科学館 プラネタリウムホール
 大人600円、高・大生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名(先着順) 来館にて受付。 なし

3 やさしい自然かんさつ会「レンゲ畑のいきもの」
③大阪市立自然史博物館 ［問合せ・申込み］P7

レンゲソウがたくさん咲いている田んぼで、花や虫などいろんな生きも
のと友だちになりましょう。レンゲソウの花はどんなかたちをしているの
か、ミツバチはなにをしているのか、じっくり見てみましょう。
4/22（日）10：00 ～ 14：00 雨天中止
高槻市方面 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）
200名（申込み多数の場合は抽選）、団体参加不可
往復ハガキまたは にて受付。 4/8（日）

往復はがき又は電子メールに「レンゲ畑のいきものに参加希望」と明記の
上、希望者全員の氏名、住所、年齢、電話番号、返信用の宛名を書いて、4/8

（日）までに届くように、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）
※その他：抽選の結果や参加方法などは返信でお知らせします。

4 防災展（震災に備えて）
④大阪市下水道科学館 ［問合せ・申込み］P7

震災への備えをパネルや映像など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。
・防災DVDの上映 ・パネル展 ・防災クイズ
・豪雨体験（3/18のみ実施10：00～16：00）
3/10（土）～3/21（水・祝） 9：30～16：00（3/12・3/19は休館）
大阪市下水道科学館 無料 どなたでも なし

総合MCのたむらけんじさんと一緒にスポーツを楽しもう！お笑い芸人
やアスリートとのスポーツ体験（サッカーやラグビー）、トークショー、体
力測定などを通して、2021年に関西で開かれる「ワールドマスターズ
ゲームズ2021関西」をもり上げよう！
3/25（日） 11:00～15:30
グランフロント大阪 うめきた広場（大阪市北区大深町4-1）
無料（※ただし、スポーツ体験会は一部事前応募制） どなたでも
スポーツ体験会 各回20名／その他 定員なし にて受付。

春間近なこの季節、大阪の中心部北区の周りではどんな生き物が見ら
れるでしょう。調査しながら生き物について学べます。身近な自然を体
験しませんか。初めての方の参加も大歓迎！
3/18（日） 10：00～15：30ごろ 無料 15名
 大阪市北区 新梅田シティ、河川公園大淀野草地区等 
集合： JR大阪駅前ヨドバシカメラ1F南西入り口の前 

（入ってすぐの場所には携帯電話売り場があります）
 どなたでも（小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
電話、FAXまたは 、 にて受付。 3/16（金）17：00まで

コース： JR大阪駅～新梅田シティ～新・里山～淀川河川公園大淀野草地区～
十三大橋南詰～阪急中津駅

持ち物： お弁当、飲み物、筆記具、雨傘、ティッシュペーパー、レジャーシートなど。あ
れば双眼鏡、カメラ、ルーペ、防寒用品など必要に応じてお持ちください。

服 装： 帽子、長袖長ズボン、履きなれた靴、手袋、タオル 
（雨天時：雨具、レインコート、長靴など）

5 ワールドマスターズゲームズ2021関西 体験型スポーツイベント
～2021年に向けて、みんなで体験！みんなで挑戦！～

⑤（一財）関西ワールドマスターズゲームズ2021組織委員会 ［問合せ・申込み］P7
6 大阪市域生き物調査体験講座

新梅田シティ・大淀野草地区（北区）編 「大都市の自然」を見てみよう
⑥なにわECOスクエア ［問合せ・申込み］P7

歴史・文化 にタッチ
7 お彼岸の屋台

⑦大阪くらしの今昔館 ［問合せ・申込み］P7

昔の縁日に出ていた「のぞきからくり」や、当りが出ればおもちゃがもら
える「宝引き」、「輪投げ」など懐かしい縁日の屋台を楽しみましょう。
3/24（土）、3/25（日） 13：00～16：00
大阪くらしの今昔館 展示室 なし 来館にて受付。
参加費は無料ですが、大人の方は別途入館料が必要です。
どなたでも。ただし、「輪投げ」は中学生以下対象です。

8 わくわく子ども教室 「手作りおもちゃで遊ぼう！」
⑧大阪歴史博物館 ［問合せ・申込み］P7

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。
3/17（土） 10：00～15：30 大阪歴史博物館 1階エントランス
無料 どなたでも なし 来館にて受付。
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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。

絵画・工作 にタッチ

④��「おじゃみ（お手玉）」を作ろう 
小布を縫って袋にし、小豆を入れておじゃみを作ります。
4/8（日）�14：00～16：00 大阪くらしの今昔館
100円�※大人の方は別途入館料が必要です。
どなたでも 先着15名 来館にて受付。
当日12時から受付で参加券を販売します。

⑤��「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った一閑張りのかごに、色を塗って
オリジナルの小物入れを作ります。
4/14（土）�①13：30 ②14：30 大阪くらしの今昔館
200円�※大人の方は別途入館料が必要です。
どなたでも 先着各回10名 来館にて受付。
当日12時から受付で参加券を販売します。

③��「すりこぎトンボ」 
棒をこすると羽根が回りだす、昔のおもちゃ「すりこぎトンボ」を作ります。
4/1（日）�①13：30 ②14：30 大阪くらしの今昔館
300円�※大人の方は別途入館料が必要です。
どなたでも 先着各回10名 来館にて受付。
当日12時から受付で参加券を販売します。

①��「連鶴」鶴のつなぎ折り 
切り目を入れた折り紙で、何羽もつながった鶴を折ります。
3/18（日）�14：00～15：30 大阪くらしの今昔館
100円�※大人の方は別途入館料が必要です。
どなたでも 先着15名 来館にて受付。
当日12時から受付で参加券を販売します。

9 ワークショップ
⑦大阪くらしの今昔館 ［問合せ・申込み］P7

②��「組みひもストラップ｣ 
昔ながらの組みひもを編んで、ストラップを作ります。
3/21（水・祝）�①13：30�②14：30 大阪くらしの今昔館
300円�※大人の方は別途入館料が必要です。
どなたでも 先着各回10名 来館にて受付。
当日12時から受付で参加券を販売します。

12 「大阪市立クラフトパークのイベント」
⑪大阪市立クラフトパーク ［問合せ・申込み］P7

①���「ゴールデンウィーク限定1日体験教室 参加者募集｣ 
ゴールデンウィーク限定の本格的な工芸体験ができる1日体験教室を2
日間開催します。�
●サンドブラスト…選べるグラスに模様を彫ろう！��
●キルンワーク…ガラスのペンダント�
●ステンドグラス…ガラス玉飾りのおやすみランプ��
●バーナーワーク…とんぼ玉ブレスレット�
●陶芸…たたらのお皿とうつわ、または小皿5枚まで�
●織物…コットンリネンバッグ �
●染色…絞りの藍染日傘 ●木工…小さなイス �
●金工…銀のリングまたは銀と真鍮or銅のスプーン �
※キルンワークは約1ヶ月、陶芸は約1ヶ月半後の作品引渡しになります。
5/3（木・祝）・4（金・祝）14:00～16:30 大阪市立クラフトパーク
参加費：3,000～3,800円�※染色のみ8,000円�※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 織物…小学4年生以上�

ステンドグラス・バーナーワーク・キルンワーク・木工・金工…小学5年生以上�
染色…16歳以上 ※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、直接来館でお申込ください。(先着順）
定員に空きがあれば当日でも受付できます。

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、こどもの日限定アイテムで
小学生(陶芸 染色は5歳以上可能）～中学生まで参加しやすい参加費で
開催します。�
●サンドブラスト…星形小皿に模様を彫ろう��
●キルンワーク…ガラスでつくろう！キラキラ小皿�
●ステンドグラス…グラスバスケット��
●バーナーワーク…ガラスでマグネットをつくろう！�
●陶芸…てびねりの器をつくろう！ ●織物…コットンリネンのミニバッグ�
●染色…手描きでつくろう！オリジナルTシャツ�
●木工…ホワイトボード付きペン立て �
●金工…熔けた錫からつくるオリジナルペンダント�
※キルンワークは約1ヶ月、陶芸は約1ヶ月半後の作品引渡しになります。
�5/5（土・祝）�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 6～30人�※教室により異なります。
参加費：1,800～2,500円�※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・金工…小学1年生～中学生�
ステンドグラス・バーナーワーク・キルンワーク…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。
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受付できます。

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。�
●サンドブラスト…選べるグラスに模様を彫ろう！�
●ステンドグラス…キラキラ光るガラス玉トレー�
●陶芸…陶器のうつわ��
●バーナーワーク…桜とハート模様の「とんぼ玉根付」�
●織物…コットンリネンショール�
●金工…銀の模様入りリングまたはバングル�
※陶芸は約1ヶ月半後の作品引渡しになります。
�3/4（日）～5/27（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。 ※祝日の開催はありません。
※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：2,000～3,500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 織物…小学4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 �
※小学生は保護者同伴
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受付できます。

11 第30回 大阪市立幼稚園こども絵画展
⑩大阪市立大江幼稚園 ［問合せ・申込み］P7

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。子どもたちのかわいい作品をご覧ください。
�3/3(土)～3/16(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。 来館にて受付。

10 親子で作る 簡単！可愛い！ フリリートートバッグ
⑨大阪市立東住吉会館 ［問合せ・申込み］P7

パステル系のリボンと、水玉レースのフリルをアクセントにした、お洒落
で可愛いミニトートバッグを作ります。針や糸を使わないのでお子様も
安心して参加でき、お子様にもお母様にも使っていただけます。
4/7（土）�13：30～15：00 大阪市立東住吉会館 1,500円
親子 先着25組 電話、FAX、 または来館にて受付。
4/4（水）

バッグカラー：グレー、黒、紺の3色 本体サイズ：ヨコ30×タテ20×マチ10cm
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14 「美術館へ行こう」企画 「親子で楽しむ春のスケッチ大会」
⑬大阪市立美術館 美術研究所 ［問合せ・申込み］P7

歴史ある大阪市立美術館や新緑の天王寺公園を、スケッチと公園散策
でゆっくりした一日を親子で楽しんでいただきます。大人ひとりの参加
もできます。当日は美術研究所講師がスケッチの指導にあたります。
5/3（木・祝） 10：00～16：00 雨天決行（雨天の場合：教室内にて実施）
天王寺公園および慶沢園 大人2,000円 小・中学生1,000円
小学生以上 先着50名 封書にて受付。
4/25（水） ※ただし定員になり次第締め切ります。

封書での記載事項・・・ 82円切手を貼った返信用封筒を同封の上、参加者氏名
（全員分）、住所（代表者）、電話番号、学年（年齢）明記

13 春のおたのしみ紙工作
⑫大阪市立阿倍野市民学習センター ［問合せ・申込み］P7

紙がテーマの講座！同じ紙でも使用方法はさまざまです。それぞれの特
性を活かした作品づくりです。
①お面でヘンシン！～牛乳パックで紙すき～
②段ボール工作「ペン立て」
③「うずまき紙アート☆ペーパークイリング」
 ①3/18（日） 13：30～15：30 
②3/21（水・祝） 10：00～12：00 
③3/21（水・祝） 13：30～15：30
大阪市立阿倍野市民学習センター ①②200円 ③500円
小学生～中学生 各回20名（先着順）
電話、 または来館にて受付。
定員になり次第しめきらせていただきます。

未就学児のお申し込みにつきましては保護者同伴でお願いいたします。

映画・舞台・コンサート にタッチ
15 こども広場

⑭大阪市立こども文化センター ［問合せ・申込み］P7

紙芝居などを上演する催しです。小さなお子さまと一緒に親子でお楽し
みいただけます♪
3/18（日）15：00～16：00 大阪市立こども文化センター
100円（3歳未満無料） どなたでも 70名（当日先着順）
事前申込は不要。

一時保育：無

16 ランチタイムコンサート @うめだ
⑮大阪市立総合生涯学習センター ［問合せ・申込み］P7

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、聞いて頂けますよ。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♪♬
①3/24（土）は、箏（十三絃、十七絃）、尺八、朗読です。
②4/28（土）は、ウクレレ・アンサンブルです。
①②共に 12：15～13：00 電話、FAX、 または来館にて受付。
総合生涯学習センター ロビー ※簡易授乳室あり どなたでも
無料 60名（先着順） 申込み開始：①2/24（土）～ ②3/24（土）～

申込みは、子どもを含む5名まで。電話番号、お子さんの年齢をお知らせ下さい。
※曲目などは、申込開始後にホームページをご覧ください。

17 体験レッスン 音楽やゲームで学ぶ ジュニア英語
⑨大阪市立東住吉会館 ［問合せ・申込み］P7

歌やゲームを通じて、単語を覚えたり、リズム感のある英語に慣れ親し
みながらコミュニケーション出来る力を養います。
3/25、4/1・8（日） 1～4年生：10：00～11：00 5・6年生：11：15～12：15
大阪市立東住吉会館 1,500円 小学生 先着各16名
電話、FAX、 または来館にて受付。 3/22（木）

18 生演奏と絵本のおはなしポップンパーク
⑯大阪市立難波市民学習センター ［問合せ・申込み］P7

美しいバロック音楽の生演奏に明るく元気な、優しい読み聞かせで絵本
の世界をさらに広げます。
3/26（月） 14：00開演（30分前開場）
大阪市立難波市民学習センター 第一研修室 無料
どなたでも（小学生以下は保護者同伴） 40名（先着順）

、 または来館にて受付。 定員に達するまで。
【インターネット】いちょうネット（http://www.manabi.city.osaka.lg.jp)の
「講座・イベント情報」→「講座・イベント」 より「おはなしパーク」と入力・検索
のうえ、所定事項を入力してください。

19 「はじめましてオーケストラ～センチュリーと奏でよう～」
⑰日本センチュリー交響楽団 ［問合せ・申込み］P8

大阪市内の中学生のみなさんと日本センチュリー交響楽団のプロの演
奏者が、会場で一緒に演奏するというめずらしいコンサートです。ロ
ビーでは楽器体験コーナーとして、さわって音を出したり、演奏を聴く以
外にも楽しめるコンサートです。
3/27（火）18：00開演 オリックス劇場 800円
小学生以上 ※未就学児は入場不可 2400名（参加中学生含む）
電話、 または来館にて受付。 定員に達するまで。

20 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］P8

アニメ映画を見て、“戦争”と“平和の大切さ”について考えてみよう。
今回は①「ふたつの胡桃」(45分)と②「パパ ママ バイバイ」(75分)を上
映するよ。
①3/27(火)～30(金)、4/1(日) ②4/3(火)～6(金)、8(日) 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名 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)は入館無料

21 生演奏と絵本のおはなしパーク
⑫大阪市立阿倍野市民学習センター ［問合せ・申込み］P7

うたのおねえさんのやさしく楽しい読み聞かせと、生演奏で絵本の世界
をさらに広げます。小さなお子さんと保護者の方が一緒に楽しめるイベ
ントです。お友達もお誘いあわせのうえ、ぜひ一緒にお越しください。
3/27（火） 14：00～15：00 大阪市立阿倍野市民学習センター
無料 就学前～小学生の子どもと保護者 30人
電話、 または来館にて受付。 先着順

参加人数（1組5名まで）と氏名・連絡先・年齢（子どものみ）を備考欄に記入

      



お知らせ
【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）
※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

5
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。

その他イベント にタッチ
22 竹内街道・横大路（大道）まつり

⑲竹内街道・横大路（大道）活性化実行委員会事務局 ［問合せ・申込み］P8

竹内街道近くの市・町・村の特産品の販売、舞台でのミニライブ、謎とき
クイズラリー、缶バッジを作ったりなどの楽しいイベントがたくさん！マ
スコットキャラクターもたくさん出てくるよ。ぜひ来てね！
3/18（日）11：00〜16：00（雨天決行・荒天中止）
まつばらテラス（輝） 無料 どなたでも なし
直接会場へ。 なし

特産品を購入する場合は実費負担になります。

23 森の宮遺跡展示室 一般公開
⑳大阪市教育委員会事務局 文化財保護課 ［問合せ・申込み］P8

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。
3/21（水・祝） 11:00〜15:00 無料 どなたでも
森の宮遺跡展示室（森ノ宮ピロティホール地下階）
 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。
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。

24 春のナイトZOO 〜いいね！映えるよ、青の動物園〜
�天王寺動物園 ［問合せ・申込み］P8

動物イベントはもちろん、地球温暖化防止キャンペーン「EARTH 
HOUR」のテーマカラー「青」に合わせたライトアップがサバンナエリア
を飾ります。夜の動物園にぜひお越しください。
 3/21（水・祝）、24（土）、25（日）、31（土） 
各日20：00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
入園料（大人500円、市外小中学生200円、未就学児無料）
どなたでも
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

キッズプラザ大阪のイベント［問合せ・申込み］P8�

25 ぽかぽか♪春の絵本特集

花やいきものが元気になる季節。絵本で春を感じてみよう♪
 3/16(金)〜5/18(金) 9:30〜17:00 
※休館日、特別プログラム実施日は除く
無料 ※入館料別 4F ライブラリー どなたでも なし
直接会場へ。

自由入場

26 みんな大好き☆おすし

みんな「おすし」は好きかな？ちらし寿司に握り寿司、巻き寿司やいなり
寿司など、いろいろあるね！みんなで「おすし」について楽しく・美味しく
学びましょう♪
 3/17(土)〜7/16(月・祝) 毎週土・日・祝 10:45〜12:00/14:15〜15:30
4F パーティーキッチン 400円 ※入館料別 4歳〜小学生
3/31（土）まで 各回先着20名 4/1（日）から各回先着10名 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)

27 春の企画展 2018 えほんの遊園地
〜ダンボールであそぼう！絵本であそぼう！〜

ダンボールと絵本で遊べる、楽しい“えほんの遊園地”へようこそ！ いろ
んなダンボールの遊具と絵本がいっぱいだよ。さぁ、この春休みは、キッ
ズプラザ大阪で家族みんなで一緒に遊ぼう！
3/23(金)〜4/5(木) 10:00〜16:00(最終受付15：30)
5F キッズプラザホール・ホール前 無料 ※入館料別
どなたでも（就学前の子どもは保護者同伴） 直接会場へ。

自由入場（混雑時は入場制限あり）

28
大阪市立科学館 移動ミュージアム

にじのせかい
「にじ」を見たことはあるかな？いろいろな「にじ」の部屋で遊んでみよう！ 
就学前の小さなお子さまから体験していただけます。
3月23日(金)〜4月5日(木) 10:00〜16:00(最終受付15：30)
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） 直接会場へ。

自由入場（混雑時は入場制限あり）
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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。

図書館のイベント
中央図書館 6539-3301 6539-3335

地下鉄「西長堀」
春のおたのしみ会  「パロムロムパ春まつり」

 3/25（日） 14：30〜15：30  無料  ５階 中会議室
 どなたでも  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
 3/24（土） 11：00〜11：30  無料  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」 JR・京阪・地下鉄「京橋」  
市バス「都島区役所前」

ぽんぽこぽんの絵本タイム
 3/21（水・祝） 15：30〜16：00  無料  絵本コーナー
 幼児・小学生と保護者  当日先着40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」

土曜日のえほんのじかん
 3/17（土） 15：00〜15：30  無料  ちいさいおへや
 幼児から  当日先着10人

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

おはなしたまごのおたのしみ会
 3/17（土） 11：00〜11：20  無料  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
  3/14（水）・21日（水・祝）・28日（水）・4月4日（水）・11日（水）・18日（水） 
15：30〜16：00  無料  多目的室

 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
 3/28（水）、4/4（水）・11（水）・18（水） 15：30〜16：00  無料
 絵本コーナー  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」

絵本の会 大正の「はるのこどもかい」
 3/24（土） 11：00〜12：00  無料  2階 第7会議室
 小学生、幼児と保護者  当日先着30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
 3/24（土） 15：00〜15：30  無料  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」

春の子ども会「どんぐりんのラブリーシアター」
 3/24（土） 14：00〜15：00  無料  会議室
 小学生、幼児と保護者  当日先着50人

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

音楽とおはなし
 3/17（土） 14：00〜15：00  無料  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」

廃油で作ろうアロマキャンドル ～春休みリサイクル工作教室～
 3/27（火） 14：00〜16：00  無料  ２階 集会室
 どなたでも（小学生低学年以下は保護者同伴）  先着20人  電話か来館にて
 3/7（水） 11：00から先着順で受付開始、定員になり次第終了

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

とことこ春のおはなし会 ぴょんぴょん拡大版
 3/21（水・祝） 15：00〜16：00  無料  多目的室
 幼児・児童  当日先着50人

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
 3/25（日） 14：00〜16：00  無料  多目的室
 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」

ワクワクおはなしランド in 生野
 3/18（日） 10：30〜12：00  無料  生野図書館会議室
 4・5歳〜小学生  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」

春のおはなし会
 3/18（日） 14：00〜14：40  無料   多目的室
 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」 京阪「野江」

城東おはなしの会 春のおはなし会
 4/21（土） 第1部 14：00〜14：30 第2部 14：40〜15：40  無料
 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」

えほんのじかん
 3/17（土）、24日（土）、31日（土） 11：00〜11：30  無料
 大阪市立鶴見図書館  どなたでも  当日先着25組

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」

リサイクル工作教室 牛乳パックでサイコロと人形を作って遊ぼう
 3/28（水） 14：00〜16：00  無料  多目的室
 小学生（1〜2年生は保護者同伴）  20人  電話か来館にて
 3/7（水） 10：00から先着順で受付開始、定員になり次第終了

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」

子ども読書の日記念事業 えほんであそぼ！
 4/21（土） 14：00〜15：00  無料  住之江会館 和室
 どなたでも  当日先着50人

住吉図書館 6606-4946 6606-6987
南海「沢ノ町」

春休みおはなし会
 3/29（木） 15：00〜15：30  無料  多目的室
 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
 3/31（土） 13：00〜15：30（おはなし会は13：30〜14：00）  無料
 東住吉会館 大会議室  どなたでも  当日先着50人

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

キッズシアターかみふうせんのおたのしみ会
 3/24（土） 10：30〜11：00  無料  2階 多目的室
 幼児･小学生とその保護者  当日先着80人

西成図書館 6659-2346 6659-8599
地下鉄「岸里」

おたのしみ会 春の特別版
 3/27（火） 11：00〜11：45  無料
 西成区民センター 会議室2-3  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大阪科学技術館� 掲載イベント

番号 1

 06-6441-0915  06-6443-5310
〒550-0004 大阪市西区靱本町1丁目8-4

  地下鉄「本町」  kan-info@ostec.or.jp 
 大阪科学技術館 検索

②大阪市立科学館� 掲載イベント
番号 2

 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

③大阪市立自然史博物館� 掲載イベント
番号 3

 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

④大阪市下水道科学館� 掲載イベント
番号 4

 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

⑤�（一財）関西ワールドマスターズ�
ゲームズ2021組織委員会�

掲載イベント
番号 5

 06-6446-2021  06-6445-8541
〒530-6691 大阪市北区中之島6-2-27 中之島センタービル23階

 京阪「中之島」  kansai-wmg@wmg2021.jp
 WMG2021 検索

⑥なにわECOスクエア� 掲載イベント
番号 6

 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

⑦大阪くらしの今昔館� 掲載イベント
番号 7 9

 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

⑧大阪歴史博物館� 掲載イベント
番号 8

 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

⑨大阪市立東住吉会館� 掲載イベント
番号 10 17

 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

⑩大阪市立大江幼稚園� 掲載イベント
番号 11

 06-6771-4988  06-6771-0507
〒543-0051 大阪市天王寺区四天王寺1-11-108

⑪大阪市立クラフトパーク� 掲載イベント
番号 12

 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

⑫大阪市立阿倍野市民学習センター� 掲載イベント
番号 13 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大阪市立美術館�美術研究所� 掲載イベント
番号 14

 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

⑭大阪市立こども文化センター� 掲載イベント
番号 15

 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」
 こども文化センター 検索

⑮大阪市立総合生涯学習センター� 掲載イベント
番号 16

 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

⑯大阪市立難波市民学習センター� 掲載イベント
番号 18

 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
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▶ 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

お互いの
人権守って
明るい社会

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。

大阪市では、男性だけでなく、女性が働き続けその能力を
十分に発揮し活躍できる社会の実現をめざして取組を進めて
おり、その一環として、クイズ形式で学ぶ「イクボス10カ条」を
作成しています。イクボスによるワーク・ライフ・バランスの浸
透は、業務の時間的効率を高め、一人ひとりの「労働生産性」
を上げることにつながります。

企業内での研修等において、ぜひご活用ください。
＜動画サイト＞
◦全編 https://youtu.be/nd-1IKv17fA

また、大阪市では、「イクメン・カジダン・イクボスチェックシート」も作成しております。自己チェックに動画と併せてぜひご活用く
ださい。
＜大阪市ホームページ＞
◦イクメン・カジダン・イクボスチェックシート

http://www.city.osaka.lg.jp/shimin/page/0000338485.html

⑰日本センチュリー交響楽団� 掲載イベント
番号 19

 06-6868-3030（平日 10：00 ～ 18：00）
〒550-0013 大阪市西区新町1-14-15（オリックス劇場）

  地下鉄「四ツ橋」・「本町」・「心斎橋」・「西大橋」
 平成29年度 はじめましてオーケストラ 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 20
 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竹内街道・横大路（大道）活性化実行委員会事務局�掲載イベント番号 22
 072-334-1550  072-337-3005

〒580-8501 大阪府松原市阿保1丁目1番1号
 近鉄「河内松原」・「高見ノ里」
 竹内街道 まつり 松原市 検索

⑳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 23
 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

�天王寺動物園� 掲載イベント
番号 24

 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 25 26 27 28

 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

お問合せ・申込み先 一覧

お知らせ

      


