なにわの日チラシ 外面左／表４

なにわ学校
A

つくる、学ぶ、ふれあう、語り合う。
「なにわの日」
月間の7月は、区内のさまざな場所が教室になります。区内の公共施設をはじめ、
企業などが開催している講座、
レッスン、見学会、施設開放などが開催されます。
どうぞご参加ください。
＊事前にお申込みが必要なものがあります。 ＊お問合せやお申込みは、各主催者へお願いいたします。

LOVE大阪展 〜映画になりそな大阪のワンシーン〜

「写真が一番大阪をリアルに写しだせる！」
と建築家・写真家・デザイ
ナーらアーティストをはじめ学生・会社員らプロ・アマ含め総勢124
作品の写真展。併せて、浪速区の懐かしの絵画も展示。
開催期間 7月6日
（月）〜7月12日
（日）
11：00〜19：00（最終日は18：00）
場所 なんばパークス 7F パークスホール ●地図 C
内容 ①LOVE大阪写真展 ②大阪ええはがき展
③大阪ロケ地紹介 ④浪速区の懐かしの絵画
アクセス 南海電鉄「なんば」中央口・南口直結
地下鉄御堂筋線「なんば」
より徒歩３分
お問合せ 長屋ギャラリーふう 06-6672-0886
主催 南海電気鉄道株式会社、
LOVE大阪／後援 南海都市創造株式会社、
大阪ロケーション・サービス協議会、
ミナミまち育てネットワーク／協力 大阪ええはがき研究会

B

なんばパークスガーデンセミナー

①季節の寄せ植え体験
日時 7月19日
（日）
・8月16日
（日） いずれも11：30〜12：30
参加費 2,500円
定員 10名 ＊要お申込み
申込み〆切 各開催日の１週間前
②ハーブのある暮らし
日時 7月19日
（日）
・8月16日
（日）
いずれも14：30〜15：30
参加費 2,500円
定員 10名 ＊要お申込み
申込み〆切 各開催日の１週間前

F

浪速図書館

図書館では、
「えほんのじかん」
という子ども向けの行事を行なってい
ます。
えほんの読み聞かせやかみしばいなど、たのしいプログラムが
あります。
①えほんのじかん
日時 毎週水曜日 15：30〜16：00
②夏の子ども会
おばけをテーマにした、絵本や紙芝居の読み聞かせと
パネルシアター
日時 7月25日
（土） 14：00〜15：00
講師 なにわえほんの会のみなさん
定員 50名
③ガラスケース展示
期間 6月2日
（火）〜7月31日
（金）
自然博物館の「ホネの動物園」を展示しています。
住所 浪速区敷津西 1-5-23 ●地図 M
アクセス 地下鉄「大国町」２号出口より北西へ徒歩５分
お問合せ 浪速図書館
06-6632-4946

G

でんでんタウン協栄会

①でんでんタウン電子工作教室
ゆかいなおわんロボットを作ろう。部品の取り付け位地や、足の長さ
を変えるとコミカルに動きます。簡単にできて、工夫でいろいろ楽しめ
る。
小学生からＯＫ・牛乳パック持参。

＊受付時間は10：00〜17：00／各講座のお申込みは、開催日の一週間前までにお願いいたします。
＊詳細はホームページをご覧下さい。

C

FM OSAKA

FM OSAKAのスタジオ見学希望の方を募集します。オンエア中のスタ
ジオを近くで見ることができますのでこの機会にご応募ください。
日時 7月24日
（金） ①12：00〜13：00 ②15：00〜16：00
対象 浪速区にお住まいか、浪速区の学校に通学している
小学生から高校生の子どもさんと親のペア
人数 ①、②それぞれ５組
住所 浪速区湊町 1-3-1 ●地図 J
アクセス JR大和路線「JR難波」徒歩２分
地下鉄四つ橋線「なんば」下車26番出口徒歩１分
応募 FM OSAKAのホームページの応募フォームまで
http://fmosaka.net
応募期間 7月1日
（水）〜7月15日
（水）
まで
応募多数の場合は抽選になります。
問合せ 06-4396-0852 FM大阪なにわの日係まで

D

日時 7月1日
（水）〜31日
（金）9：30〜17：00 ＊土日祝は除く
住所 浪速区戎本町1-8-20 ●地図 K
アクセス 地下鉄「大国町」４号出口より南へ徒歩１分
問合せ （財）大阪皮革産業会館（アルフィック大阪）06-6649-2572

E

日時 7月25日
（土） 13：00〜16：00
受付 日本橋筋商店街振興組合（日本橋 4-5-20 ホリノビル３階）
参加費 500円（当日徴収）
住所 浪速区日本橋 4-5-20 ホリノビル302 ●地図 N
アクセス 地下鉄堺筋線「恵美須町」駅、１A出口を北へ徒歩７分
予約必要 FAX 06-6646-1030 に名前、住所、電話番号、学年を書い
て
「なにわの日ロボット教室希望」
と申し込んでください。
先着30名様 定員になり次第締め切り。
お問合せ でんでんタウン協栄会 06-6644-0260

木津の朝市

木津卸売市場が快適にオープン。新鮮で美味しい卸売市場の魚や野
菜やお肉が待っています。
日時 7月25日
（土） 9：00〜12：00
場所 木津卸売市場 ●地図 L
住所 浪速区敷津東 2-2-8
アクセス 御堂筋線／四つ橋線「大国町駅」
より東へ約150ｍ
南海電鉄「今宮戎駅」
より北西へ約250ｍ
内容（予定）
・佐賀牛オークション100円よりetc 誰でも参加ok！
・卸売市場で“さかなのつかみ取り” お子様限定！
・先着200名様 季節の野菜 無料プレゼント
・マグロの解体ショー etc
大阪木津卸売市場・市場協会・木津の朝市実行委員会

… ふれあおう。

… みてみよう。

… こども あつまれ。

浪速消防署の見学会

まちの安心安全をささえる消防署のお仕事。消防署の中を見学して
みませんか。救助訓練や消防車・救急車もご覧になれます。
日時 7月28日
（火） ①10：00〜11：30 ②14：00〜15：30
場所 浪速消防署（本署） ●地図 Q
住所 浪速区元町1-14-20
アクセス 地下鉄四ツ橋線「なんば」32号出口より南へ５分
地下鉄御堂筋線「なんば」５号出口より南西へ徒歩10分
お問合せと申込み 06-6641-0119

J

堺・住吉まん福チケット

大阪唯一のチン電「阪堺電車」全線をはじめ、南海電鉄と南海バスの
指定区間が一日乗り放題。堺・住吉・新世界エリアの魅力を再発見で
きる特典盛りだくさんのチケットです。
発売・通用期間 8月31日
（月）
まで
発売価格 1,000円（大人のみ）
お問合せ 南海電鉄 http:www.nankai.co.jp/
＊有効区画や有効期間など、詳しくは駅のポスター・チラシ、
またはウェブサイトでご確認ください。

K

高島屋史料館

高島屋東別館の外観はルネッサンス様式を基調とし、内装はアール
デコ調の装飾が施され、
レトロな雰囲気を伝えています。３階の高島
屋史料館では「ローズちゃん人形の半世紀」
というテーマで、当社の
マスコット人形「ローズちゃん」を多数展示しています。

L

日本工芸館

日本工芸館は現存民芸の技術保存と育成、普及に努め、併せて庶民
生活の美化運動にも寄与したいとその運動を進めています。展示の
民芸品は我国の国土が生み出した伝統的工芸品です。ぜひこの機会
にご覧ください。
開館時間

M

リサイクル情報コーナーやごみ処理の歴史コーナーなどごみ減量・リ
サイクルについて、きて、みて、ふれて学習しませんか?
日時 毎週月･水･木･金曜日 10：00〜16：30
定員 15名
住所 浪速区塩草 2-1-1 ●地図 T
アクセス JR大阪環状線「芦原橋」北口より徒歩７分
地下鉄「大国町」２号出口より徒歩12分
お問合せ リサイクルプラザ塩草 06-6567-0820
日時 7月26日
（日） 13：00〜16：00
住所 浪速区日本橋4-7-20 ●地図 O
アクセス 地下鉄堺筋線「恵美須町」１A番出口より北へ徒歩５分
受付 日本橋4丁目交差点北 永和信用金庫本店前
お問合せ でんでんタウン協栄会 06-6644-0260

H

浪速屋内プール

浪速屋内プールを開放します。
さらにプールアスレチックが大阪市内
初登場!!この機会に楽しく体を動かしましょう。
①プール子ども無料開放
日時 7月27日
（月） 9：00〜20：30
対象 浪速区在住の子ども対象（小学4年生以下は保護者の同伴が必要です）
②プールアスレチック
プールに全長15ｍほどの遊具が浮かびます。全身を使って、乗り越
え、滑っちゃおう！
（小学４年生以下は保護者の同伴が必要です）
日時 7月27日
（月）
①10：00〜11：00 ②13：00〜14：00 ③16：00〜17：00
住所 浪速区難波中 3-8-8 ●地図 P
アクセス 地下鉄各線「なんば」
より南に徒歩10分
お問い合わせ 浪速屋内プール 06-6643-6446
＊利用多数の、場合は入場制限をさせていただきますのでご了承ください。

主催

… つくるでぇ。

10：00〜17：00（入館は16：30まで）
＊休館日は毎週月曜日と第2火曜日
入場料
大人500円 中人（大学・高校）300円
小人（中学・小学）150円
住所 浪速区難波中 3-7-6 ●地図 S
②でんでんタウンてくてくブログ
アクセス 地下鉄「なんば」５番出口より徒歩７分
でんでんタウン界隈をてくてく歩いて街ウォッチングしてみませんか？
お問合せ （財）
日本工芸館 06-6641-6309
きれいなもの、おもしろいもの、楽しいものを探して写真に撮ってくだ
http//www.nihon-kogeikan.or.jp
さい。
その写真にコメントを添えて皆で楽しい地図を作りましょう。
どん
な地図が出来るかはあなたの写真と探求心にかかっています。
リサイクルプラザ塩草
（※無料ですが、枚数制限があります）
写真はその場でプリントアウト致します。

アルフィック大阪

世界の靴のコレクションと靴の製作過程の展示。
世界の靴、靴の作成の行程を学びませんか。

… あそぼうや。

開催期間 7月2日
（木）〜9月25日
（金）
開館時間 10：00〜17：00（日・水曜日定休）
住所 浪速区日本橋3-5-25 ●地図 R
アクセス 地下鉄堺筋線／千日前線「日本橋」10番出口より徒歩10分
南海電鉄「なんば」
より堺筋日本橋方面へ徒歩10分
お問合せ 高島屋史料館 06-6632-9102

③パークスガーデン ガイド案内
日時 月〜金曜日
（平日のみ） 14：00〜15：00
参加費 1,000円
定員 10名 ＊要お申込み
申込み〆切 希望日の１週間前
アクセス 南海電鉄「なんば」中央口・南口直結 ●地図 C
地下鉄御堂筋線「なんば」
より徒歩３分
お問合せ なんばパークスガーデン事務所 06-6647-0092
http//www.nanbaparks.com/parks̲garden/seminar

I

… まなんで みようかな。

館内では、次の事業を行なっています。ぜひご利用ください。
●自転車・各家具の展示と提供 ●子供服･婦人服・本の無料提供

N

大阪エヴェッサ

プロバスケットボール（大阪エヴェッサ）がやって来る。未来のスター
選手が生まれるかも！ 9月27日
（日）に区内中学校バスケットボール部
員を対象にバスケットボール教室を開催します。詳細については、後
日、浪速区役所ホームページをご覧下さい。
http://www.city.osaka.lg.jp/naniwa/

O

第７回 通天閣で知るほんまもん

食・住・教育・健康、そして環境。熱い活動を続ける個人や企業、団体
が集合。おいしくて、楽しくて、ためになる
「ほんまもん」に出会える一
日。
こんなおもろいイベントは通天閣でしか味わえない！
日時 7月19日
（日） 10：00〜20：00
場所 通天閣３階フロア ●地図Ａ
アクセス 地下鉄堺筋線「恵美須町」３番出口より徒歩３分
JR大阪環状線「新今宮」東出口より徒歩10分
参加費 大人1200円 子ども1000円（前売ともに800円／幼児無料）
お問合せ NPO法人 一杯のコーヒーから地球が見える
TEL 06-6886-5157 FAX 06-6886-5154

主催 ほんまもん実行委員会／協力 通天閣観光㈱ NPO法人一杯のコーヒから地球が見える／企画：大阪ケナ
フの会／後援 安全な食べものネットワーク
「オルター」／協賛 大阪教育サークル「はやし」
「協和教育映画社」

