
オレンジライトアップ
児童虐待防止への思いを込めて、児童虐待防止
のシンボルカラーであるオレンジ色のライト
アップを実施します。
日 11月中 ※終了日は施設により異なります
所 オオサカホイール（エキスポシティ）、
  フェニックス・モザイク「糸車の幻想」（大阪

商工信用金庫本社ビル）、岸和田城、太陽の塔（万博記念公園）

ガンバ大阪選手のメッセージ動画
所 YouTube大阪府公式チャンネルにて
 公開中

子どもと親の相談らいん＠おおさか
子どもおよび保護者を対象に、家庭での不安や子育ての悩みなど
を相談してもらうためのLINE相談を、11月中は毎日実施しています。
日 平日14：00 ～ 22：00、土日祝10：00 ～ 18：00

児童虐待や
子どもへの体罰をなくすために

いち はや く

1 8 9
児童相談所虐待対応ダイヤル

◆不自然な外傷（打撲痕・やけどなど）が見られる
◆衣服が汚れている、元気がなく表情が暗い
◆登園・登校させない、食事を与えられていない
◆大声を上げ、子どもや家族に暴力を振るっている様子が 
 感じられる
◆年齢にそぐわない、性的な言動が見られる
◆家に帰りたがらない、不自然な時間（夜間・早朝）に外に	
	 出ている

地域みんなで
子どものことを
見守ろう！

「まちがいかも…」と
ためらわずに連絡！

24時間
365日受付

体罰によって子どもの行動が変わったとしても、それは、たた
かれた恐怖心などによって行動した姿であり、自分で考えて
行動した姿ではありません。子どもの成長の助けにならない
ばかりか、心身の発達などに悪影響を及ぼしてしまう可能性
があり、子どもの健やかな成長・発達において、 体罰は必要
ありません。

11月は児童虐待防止
推進月間です

子どもへの体罰は法律で禁止されています。体罰などによらない子育てを推進するため、
子育て中の保護者に対する支援も含めて社会全体で取り組んでいきましょう。

体罰は「やむを得ない」と思っていませんか？ こんなサインがあります

児童虐待防止・オレンジリボンキャンペーン
子育て中の家庭を地域で見守り、みんなで児童虐待のない社会をつくるため、
オレンジリボンキャンペーンを実施します。

こんなことはないですか？

これらはすべて体罰です!!

虐待かもと思ったら
◆ 何度も言葉で注意したけど、言うことを聞かないので、

頬をたたいた
◆ 大切なものにいたずらをしたので、長時間正座をさせた
◆宿題をしなかったので、夕食を与えなかった
◆掃除をしないので、雑巾を顔におしつけた

オオサカホイール

動画はこちら

友だち登録は
こちら
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「Sマーク（標準営業約款制度）」にご登録を！

Sマークは、消費者が安心してお店を選ぶ目印で、「安心・
安全・清潔」を表しています。理容・美容・クリーニング・
めん類飲食・一般飲食業が対象で、府内では約1,200店舗
が登録されています。登録店は、日本政
策金融公庫での融資の際に、一定の条件
のもと、特別利率を利用できます。
HP  ■■ 大阪府　Ｓマーク　 
問 （公財）大阪府生活衛生営業指導センター

 06（6943）5603

第２回大阪高次脳機能障がいリハビリテーション講習会
あらたな気づきがここにある

高次脳機能障がいは、事故や病気で脳を損傷したことで
起こる障がいで、誰にでも起こりうるものです。講習会で
は、当事者・家族の体験談や指
人形を用いた“高次脳機能障
がいあるある”の寸劇など、わ
かりやすく学ぶことができま
す。また、講習会を申し込んだ
先着600人に、大阪市立工芸
高校の生徒がデザインしたエ
コバッグ、缶バッジなどをプレ
ゼントします。
日 12/11（土）～13（月）　所 YouTube
申 12/3（金）まで／インターネット
HP  ■■ 大阪府　高次脳　 

森林環境税に関する府民説明会の開催

府では、森林環境税を活
用し、自然災害から暮ら
しを守り、健全な森林を
次世代へつなぐ取り組み
を行うとともに、令和２
年度より豪雨や猛暑から
府民を守るための対策を実施しています。府民の皆さん
に事業の状況報告と森林などへの関心を高めていただく
ため、府内4カ所で説明会を開催します。
日 ①11/19（金）②11/24（水）③11/26（金）④11/30（火）／
①～④14：00 ～15：30
所 ①三島府民センター（ＪＲ「茨木」）②南河内府民セン
ター（近鉄「富田林西口」）③泉南府民センター（南海「岸
和田」ほか）④北河内府民センター（京阪「枚方市」ほか）
定 ①～③50人④40人／オンライン①～④40人【申込先着順】
申 電話、FAX、メール／各農と緑の総合事務所
HP  ■■ 大阪府　森林環境税　府民説明会　 
問 府みどり企画課

 06（6210）9550　  06（6210）9551

大阪府講師登録説明会の実施

府内の公立学校において、講師として勤務を希望する人に
向けた講師登録説明会を開催します。11/15(月)の回では、
現行法に基づく教員免許更新手続きについての案内もあ
わせて実施します。
日 ①11/12（金）②11/15（月）③11/16（火）④11/17（水）⑤11/18

（木）⑥11/19（金）／①～⑥13：00～14：00、15：00～16：00
所 ①南河内府民センター講堂（近鉄「富田林西口」）②摂
津市立コミュニティプラザ（阪急「摂津市」）③泉南府民セ
ンター多目的ホール（南海「岸和田」ほか）④ユトリート東大
阪3階大ホール（近鉄「八戸ノ里」）⑤泉北府民センター1階
大会議室（ＪＲ「鳳」）⑥北河内府民センター1階大会議室

（京阪「枚方市」ほか）
定 ①④60人②③⑥50人⑤45人
申 開催日の前日まで申込み可能（定員に達し次第、締切
予定）／インターネット
HP  ■■ 大阪府講師登録　 
問 府教職員人事課　  06（6944）6894

11月は「こころの再生」府民運動推進月間
あいさつはみんなをつなぐエネルギー

「おはよう」「さようなら」「ありがと
う」。あいさつの数だけ出会いがあ
る。そんな生活に欠かすことのでき
ないあいさつの大切さを子どもたち
に伝えていきましょう。
HP  ■■ こころの再生　 
問 府教育総務企画課

 06（6944）8042

11月は「大阪府ヘイトスピーチ解消推進条例の啓発推進月間」
ヘイトスピーチゆるさへん！

人種または民族を理由とする不当な差別的言動、いわゆる
ヘイトスピーチは、人としての尊厳を傷つけ、差別意識を生
むことにつながる許されない行為です。人種や民族の違い
を認め、互いの人権を尊重しあう社会を共に築きましょう。
HP  ■■ 大阪府　ヘイトスピーチ解消推進条例　 
問 府人権擁護課　  06（6210）9282

11月は「ノー残業デー、ワーク・ライフ・バランス推進月間」
働き過ぎを防ぎ、仕事と生活の調和を！

特定の日や曜日に「ノー残業デー」を設定し、定時退社し
て、時間外労働を削減することや、積極的な年次有給休暇
の取得を促進することなど、ワーク・ライフ・バランスの実
現に向けた「働き方改革」に取り組みましょう。今年は特に、
男性の育児休業を促進する取り組みや女性が活躍しやす
い職場環境づくりに力を入れましょう。
HP ■■ 大阪府　ノー残業デー　ワーク・ライフ・バランス　 
問 府労働環境課　  06（6946）2605

11月は「子供・若者育成支援推進強調月間」

府では、市町村・関係団体などの参加・協力のもと、すべて
の子ども・若者が自らの居場所を得て、成長・活躍できる
社会をめざしています。月間中は、子ども・若者の健全育成
に、一層取り組んでいきます。
HP  ■■ 大阪府　子供・若者育成支援推進強調月間　 
問 府青少年課　  06（6944）9150

11/10 ～16は「アルコール関連問題啓発週間」

お酒を「やめたいのに、やめられない」それは依存症かもし
れません。アルコール依存症は、飲酒のコントロールができ
なくなる病気です。「もしかして依存症かも？」と思ったら、府
HPに相談窓口を掲載していますので、一度ご相談ください。
HP  ■■ 大阪府　アルコール関連問題啓発週間　 
問 府地域保健課　  06（6944）7524

11/11は「介護の日」
みんなで考えよう、介護について

11/6（土）からミルクボーイやNMB48など、よしもと芸人・
タレントによる介護の魅力発信動画「介護にキュン！」や
トークイベントをYouTubeで配信
します！介護の日には、天保山大観
覧車やあべのハルカス、大阪城天
守閣などのブルーライトアップを
行います。
HP  ■■ 介護にキュン！　 
問 府福祉人材・法人指導課

 06（6944）8950

11/11～17は「税を考える週間」

税の仕組みや使い道について考え、税への理解をより一層
深めましょう。税について楽しく学べるイベントも開催しま
すので、ぜひご参加ください。
日 11/13（土）・14（日）10：00 ～16：00
所 府咲洲庁舎１階（地下鉄「トレードセンター前」ほか）
HP  ■■ 大阪府　税を考える週間　 

11/25 ～12/1は「犯罪被害者週間」

犯罪被害者やその家族が平穏な生活を送るためには、周
囲の人々の理解とサポートが必要です。
■「犯罪被害者週間」啓発パネル展
日 11/24(水) ～12/1(水)大阪市、堺市役所開庁時間
所 大阪市役所１階正面玄関ホール(地下鉄「淀屋橋」ほか)、
堺市役所高層館１階北側ロビー(南海「堺東」)
■「犯罪被害者週間」の啓発と関係図書の展示
日 11/16(火)～12/5(日)9：00～19：00(土日祝は17：00まで)
所 大阪府立中央図書館１階YA展示コーナー横  階段下
(近鉄「荒本」)

HP  ■■ 大阪府　犯罪被害者週間 　 
問 府治安対策課　  06（6944）6483

11/12 ～ 25は「女性に対する暴力をなくす運動期間」
パープルライトアップを実施します

配偶者などからの暴力（DV）や性犯
罪など、女性に対する暴力をなくすた
め、シンボルである「パープルリボン」
にちなんだパープルライトアップを
実施します。ひとりで悩まず、一度ご
相談ください。
ＤＶ相談ナビ＃8008（はれれば）
日 11/12（金）～ 25（木）
所 ドーンセンターほか（地下鉄「天満橋」ほか）
HP  ■■ 大阪府　パープルリボン　 
問 府男女参画・府民協働課　  06（6210）9321

11/30は「人生会議の日」
あなたも「人生会議」してみませんか

「人生会議」とは、もしものときに備え、あなたが大切にし
ていることや、どこで、どのような医
療・ケアを望むのかを、自分自身で前
もって考え、周囲の信頼する人たち
と話し合うことです。あなたはどん
な生き方をしたいですか？人生会議
について考えてみましょう。
HP  ■■ 大阪府　人生会議　 

差押不動産の公売を実施します
大阪府域地方税徴収機構不動産公売

税の滞納処分として差し押さえた不動産の公売を大阪府
域地方税徴収機構に参加している市町村と合同で実施し
ます。詳しくは大阪府域地方税徴収機構HPおよび参加し
ている市町村のHPをご確認ください。
日 11/16（火）10：20 ～11：50
所 府咲洲庁舎41階(地下鉄「トレードセンター前」ほか）
HP  ■■ 大阪府　徴収機構　公売■　 
問 府徴税対策課　  06（6210)9931

戦没者遺骨のDNA鑑定の対象地域が拡大されました

遺留品などの手掛かり情報がない戦没者遺骨の身元を
特定するためのＤＮＡ鑑定の対象地域が拡大されまし
た。対象地域・申請手続きなどは、厚生労働省の担当窓口
までお問い合わせください。
HP  ■■ 大阪府　DNA鑑定　 
問 厚生労働省担当課　  03（3595）2219

労務管理を専門家（弁護士・社労士）が無料で
しっかりサポート！

大阪府・兵庫県・京都府に進出を考える新規開業企業やグ
ローバル・ベンチャー企業などに対する雇用労働相談（窓口・
電話・メール・オンライン）や、Web診断などを無料で実施し
ています。労務管理の疑問を、専門家にぜひご相談ください。
HP  ■■ KECC 　 
問 関西圏雇用労働相談センター (KECC)

 06（6136)3194

太陽の塔

危険渓流の流木対策の様子

「こころの再生」
府民運動ポスター Sマーク

ロゴ

エコバッグ
缶バッジ

シール

こちらからも
アクセス
できます
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運転免許…06（6906）0055

テレホンサービス 音声テープによりご案内しています

※平日9：00～17：45はオペレーターがご案内します

自動車税
（種別割）

今月号の府政だよりおよびバックナンバーは府ホームページ
でご覧いただけます※点字版、拡大版、音声版（テープ版・デイジー
版）も発行しています。ご希望の場合は府民お問合せセンターまで

…（0570）020156

国
立
文
楽
劇
場

１月　初春文楽公演
▶豊竹咲太夫／鶴澤清治／吉田和生／桐竹勘十郎　ほか
▶全席指定5,500円を2,750円
〈第一部〉「寿式三番叟」「菅原伝授手習鑑」
①12日（水）②16日（日）③17日（月）④22日（土）①～④11：00
〈第二部〉「絵本太功記」
⑤12日（水）⑥16日（日）⑦17日（月）⑧22日（土）⑤～⑧14：15
〈第三部〉「染模様妹背門松」「戻駕色相肩」
⑨12日（水）⑩16日（日）⑪17日（月）⑫22日（土）⑨～⑫17：30

1月 国立文楽劇場寄席
上方演芸特選会
▶落語／浪曲／漫才　ほか
▶全席指定2,200円を1,100円
⑬19日（水）⑭20日（木）⑮21日（金）⑯22日（土）⑬～⑯13：00

新
歌
舞
伎
座

1月　新春特別企画　前川清・藤山直美
▶1階席13,000円を6,500円
⑰4日（火）⑱5日（水）⑲6日（木）⑳7日（金）㉑12日（水）㉒13日（木）㉓14日（金）
㉔18日（火）㉕19日（水）㉖20日（木）⑰～㉖11：00
㉗5日（水）㉘7日（金）㉙8日（土）㉚11日（火）㉛13日（木）㉜15日（土）㉝18日（火）
㉞21日（金）㉟22日（土）㊱25日（火）㊲27日（木）㊳30日（日）㉗～㊳16：00

2月　市川由紀乃　特別公演
▶1階席12,000円を6,000円
㊴6日（日）㊵8日（火）㊶11日（金・祝）㊷12日（土）㊴～㊷11：00
㊸5日（土）㊹7日（月）㊺9日（水）㊻10日（木）㊼13日（日）㊽14日（月）㊸～㊽12：00
㊾6日（日）㊿8日（火）�11日（金・祝）�12日（土）㊾～�16：00

2月　舞台　「サザエさん」
▶藤原紀香／葛山信吾／高橋惠子／松平健　ほか
▶S席（1・2階席）12,500円を6,250円
�22日（火）�23日（水・祝）�24日（木）�25日（金）�26日（土）�27日（日）
�～�11：00
�23日（水・祝）�26日（土）�～�16：00

大
阪
松
竹
座

1月　坂東玉三郎初春特別舞踊公演
一、口上　二、藤娘　三、お祭り
▶坂東玉三郎
▶１等席（１・２階）17,000円を8,500円
�6日（木）�7日（金）�11日（火）�12日（水）�13日（木）�17日（月）
�18日（火）�20日（木）�21日（金）�～�14：00

2月　「レビュー春のおどり」
OSK日本歌劇団　創立100周年記念
▶OSK日本歌劇団
▶1等席（1・2階）8,500円を4,250円
�11日（金・祝）�12日（土）�18日（金）�19日（土）�～�11：00
�6日（日）�11日（金・祝）�13日（日）�18日（金）�～�15：00

2月　令和4年　早春お笑い寄席in大阪松竹座
▶1等席（1・2階）4,000円を2,000円
▶桂春團治／酒井くにお・とおる／横山ひろし・春けいこ　ほか
�15日（火）14：00　�15日（火）18：00
▶桂福團治／海原はるか・かなた／内海英華　ほか
�16日（水）14：00　�16日（水）18：00

南
座

1月　初笑い！松竹新喜劇　新春お年玉公演
お祭り提灯　ほか1本
▶渋谷天外／藤山扇治郎／久本雅美／曽我廼家文童　ほか
▶１等席（1・2階）11,000円を5,500円
�8日（土）�9日（日）�～�11：00
�2日（日）�3日（月）�5日（水）�～�13：00
�8日（土）�10日（月・祝）�～�14：30
�2日（日）�3日（月）�～�16：30

1月　《喜劇》有頂天作家
▶渡辺えり／キムラ緑子／渡辺徹／宇梶剛士／
影山拓也（IMPACTors ／ジャニーズJr.） ／長谷川純　ほか
▶１等席（1・2階）12,500円を6,250円
�15日（土）�17日（月）�18日（火）�19日（水）�23日（日）�24日（月）
�25日（火）�27日（木）�～�11：00
�16日（日）陌20日（木）◯10122日（土）◯10223日（日）◯10327日（木）�～◯103 15：30

令和4年度府立高等職業技術専門校・
大阪障害者職業能力開発校の生徒募集

新卒者や求職中の人が、興味のある仕事に就職するため、
職業に必要な技能を身につけ、就職につなげていただくた
めの職業訓練を実施しています。まずはハローワークへご
相談ください。募集期間、定員については、科目により異な
ります。詳しくは府HPをご確認ください。
日 随時願書受付
申 お近くのハローワークへ
HP  ■■ 大阪府　職業訓練
問 府人材育成課　  06（6210）9533

「消費のサポーター」養成講座を開催

高齢者が遭いやすい消費者被害に関
する基本的な知識を学び、地域におけ
る高齢者の集まりなどで情報提供な
どを行う「消費のサポーター」の養成
講座を実施します。あなたも、高齢者の
消費者被害を防ぐ活動に参加してみ
ませんか?
日 ①12/2（木）②12/9（木）／①②10：20 ～16：40
所 ①大阪産業創造館5階（地下鉄「堺筋本町」ほか）②大阪
府咲洲庁舎41階（地下鉄「トレードセンター前」ほか）
定 会場参加40人、Web参加10人【申込先着順、両日受
講必須】
申 11/19（金）【必着】／メール、郵送、FAX ／ 問 まで
HP  ■■ 大阪府消費のサポーター養成講座
問 （公社）関西消費者協会

 06（6612）2330　  06（6612）0090

アート企画展「about me 5」の開催
“わたし”を知って

作品の評価も必要ですが、作品だけでは見えてこない大
切なものがたくさんあります。障がいのある人が表現した
モノ（作品）を、作品の作り手を支える人たちなどの背景も
含めて、さまざまな角度から見つめるアート企画展を開催
します。また、作り手を支える人やアートの専門家などが、
作品について語り合うアーツセミナーも開催します。詳し
くはＨＰをご確認ください。
日 企画展：12/16（木）、18（土）～ 20（月）
11：00 ～ 19：00（最終日は15：00まで）
セミナー：12/17（金）13：30 ～17：00
所 イマジン&デザイン（地下鉄「長堀橋」ほか）
定 セミナー：15人
申 12/3（金）まで【必着】手話通訳事前申込必要／電話、
メール、郵送、FAX ／ 問 まで
HP  ■■ about■me5■ビッグ・アイ
問 国際障害者交流センター（ビッグ・アイ）

 072（290）0962　  072（290）0972

狭山池博物館　令和3年度特別展
狭山池のルーツ古代東アジアのため池と土木技術

本展では開館20周年を記
念し、日本・中国・韓国におけ
る古代のため池や、ため池
を造る際に用いられた土木
技術に関する資料を展示し
ます。紀元前数千年前まで
さかのぼる、古代東アジア
のため池と土木技術の歴史をぜひご覧ください。
日 12/5（日）まで※月曜日休館
10：00 ～17：00（入館は16：30まで）
所 狭山池博物館（南海「大阪狭山市」）
HP  ■■ 狭山池博物館
問 狭山池博物館　  072（367）8891

万博記念公園　紅葉まつり
日本庭園の夜間ライトアップを行います！

イロハモミジやヤマモミ
ジなど、さまざまな木々が
赤色や黄色に染まる万博
記念公園。日本庭園では今
年も夜間ライトアップを行
い、夜ならではの紅葉をお
楽しみいただけます。また、
期間中には日本庭園の茶室

「汎庵・万里庵（はんあん・ば
んりあん）」も特別公開しま
す。園内を散策したり、森の
空中観察路ソラードから森
を見渡すなど、爽やかな秋
の一日をぜひ万博記念公
園でお過ごしください。
日 11/6(土) ～ 28(日)※期間中は無休
9：30 ～17：00（入園は16：30まで）
日本庭園夜間ライトアップ
11/13(土)、14（日)、20（土)、21（日）、23(火・祝)、27(土)、
28(日)17：30 ～ 21：00（入園は20：00まで）
所 万博記念公園自然文化園「紅葉渓」、日本庭園ほか（大阪
モノレール「万博記念公園」）
￥ 入園料：大人260円、小中学生80円
ライトアップ観覧料：大人1,000円、小中学生300円
※割引チケットあり。詳しくはHPをご確認ください。
HP  ■■ 万博記念公園　紅葉
問 万博記念公園コールセンター

 （0120）197089　  06（6877）7387

大阪府立農業公園がプレオープン！

奥貝塚の緑豊かな環境にある大阪府立農業公園（愛称：か
いづか　いぶきヴィレッジ　from Universal-Guardian 
project）が、このたび装いも新たに農（業）×福（祉）×宿

（泊）×食（事）をコンセプトとして11/18（木）にプレオープ
ンします。直売所で、朝採りの
新鮮な地元野菜を買うことが
できるほか、カフェ・レストラン
で、地元野菜を利用したおい
しい料理が味わえます。また、
緑豊かな自然に囲まれたグラ
ンピングで非日常的な時間を
過ごしたり、貸農園での野菜
づくり（利用者募集中）やバー
ベキューなども満喫できます。
ぜひ、みなさんで訪れてくださ
い！令和4年春には、グランド
オープンを予定しています。
所 かいづか いぶきヴィレッジ（水間鉄道「水間観音」から
徒歩30分）
HP  ■■ かいづか　いぶきヴィレッジ
問 SDGs　LABO（指定管理者）

申込方法 	 63円の往復はがきに◎①〜◯103の希望公演番号（1通1公演番号のみ・同
一番号の複数申込は1通のみ有効）◎参加人数（1人または2人。記入のない場合は、
1人とします。）◎郵便番号◎住所◎氏名◎年齢◎電話番号を記入して11月9日（火）〔消
印有効〕までに申込先へ（申込後の変更不可）※返信用はがきにはあなたの郵便番号、
住所、氏名（様付き）をご記入ください。

申込先 	〒539-0042 日本郵便大阪北郵便局 府民半額会係（郵便番号は必須）
※当落は抽選で決定。1月分当落通知は11月29日頃、2月分当落通知は12月14
日頃発送予定。発送予定日から4日を過ぎても未着の場合はお問い合わせください。

その他 	 当選者は、送料（414円）、手数料（1人あたり300円、国立文楽劇場分
を除く）が別途要。
※出演者および演目に変更がありました場合は、何卒ご了承ください。
※新型コロナウイルス感染症等の影響により、公演情報が変更される場合があります。
随時ＨＰ等で確認をお願いします。感染症対策のための座席配置となる場合があります。

HP  ■■ 大阪府　半額鑑賞 	府担当課：文化課

問	（公社）日本演劇興行協会■半額鑑賞会事務局　  06(6342)5407

芸能芸術
府民のための 1・2月

消費者教育推進大使
もずやん

日本庭園ライトアップ

自然文化園　紅葉渓

古代中国のため池・安豊塘 府民の皆さんからの情報が、指名
手配被疑者の発見につながります。
どんなわずかな情報でも構いません。
情報をお待ちしています。

 06（6943）1234
HP  ■■ 大阪府警察■WANTED

大阪府警察からのお知らせ
11月は「指名手配被疑者捜査強化月間」

詳しい事件情報
はこちら

収穫体験のイメージ

グランピングのイメージ
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https://www.pref.osaka.lg.jp/nokai/c-kyuusyoku/index.html
https://www.pref.osaka.lg.jp/shouhi/shokai.html
https://www.pref.osaka.lg.jp/jiritsushien/jiritsushien/artshien.html
https://sayamaikehaku.osakasayama.osaka.jp/?p=2942
https://www.expo70-park.jp/
https://ibuki-village.jp/
https://www.police.pref.osaka.lg.jp/jiken/wanted/index.html
https://www.pref.osaka.lg.jp/bunka/news/hangakukansyo.html
https://www.pref.osaka.lg.jp/j_fusei/f_menu.html


新型コロナウイルス感染症について

みんなで予防！インフルエンザ

締切 11月12日（金）【必着】

はがき、インターネットで①郵便番号②住所③氏名
④電話番号を書いて下記までご応募ください。

応募
方法
▶はがき　〒540－8570　府民お問合せセンター
　　　　  「もずやんの大阪ひとっとび！」係（住所記載不要）
▶インターネット　 もずやんの大阪ひとっとび
※�応募は一人一回に限ります。複数の応募が
あった場合は、後着を有効とします。
※�当選者の発表はプレゼントの発送をもっ
て代えさせていただきます。
※�ご意見・ご感想への個別のお返事は致しか
ねます。ご了承ください。
※発送先は国内に限ります。

もずやんの
大阪ひとっとび！

「鶏と豆腐の甘煮」は講釈場「此花千鳥
亭」とのコラボ商品! 大阪のたまねぎと
ねぎを使用し、懐かしい家庭のおかずが
味わえるねん。今回はそんな「鶏と豆腐
の甘煮」を15名様にプレゼントするで！

プレゼント

おしゃべりは、マスクをつけて

ワクチン接種促進キャンペーンを実施中！ ゴールドステッカー認証制度
感染症に強い社会・経済をめざして

大阪産（もん）とは、大阪府域で栽培・生産される野菜や果物、水産物、畜産物など、それらを使用した食品、そして大阪を代表する時代を超えて
愛され続ける土産物など（大阪産（もん）名品）です。11月は大阪産（もん）地産地消推進月間！大阪産（もん）だけでなく、大阪産（もん）名品も
実際に手に取って味わえる販売イベントなどが盛りだくさんです！ぜひこの機会に、大阪産（もん）・大阪産（もん）名品をお楽しみください♪
※新型コロナウイルスの感染拡大状況により、イベントの内容が変更、中止となる可能性があります。最新情報については、府HPをご確認ください。

自分のために。大切な人のために。
感染予防対策をお願いします。

▶インフルエンザは、通常11月から3月にかけて流行します。
▶新型コロナと同様に、感染経路は飛沫感染と接触感染です。
▶周りの人へうつさない、自分自身がかからないように、
	 以下のポイントに気を付けて感染対策を徹底しましょう。

※予防接種を受ける際は医師にご相談ください。
※�インフルエンザと新型コロナウイルス感染症は主な症状が似ています。発熱などの
症状が生じた場合には、まずはかかりつけ医などに電話してください。

府では、感染症に強い社会をつくるため、飲食店の新た
な認証制度（感染防止認証ゴールドステッカー）を運用
しています。府民の皆さんが安心して利用できるよう、
また、感染拡大防止のため、ぜひこの取り組みにご協力
ください。
申	インターネット、郵送
HP 	  ■ ゴールドステッカー 　	
問	ゴールドステッカーコールセンター　 	06（7178）1371

Twitterアカウント「@osakacoronaV」をフォ
ロー・対象ツイートのリツイートや新型コロナ
ワクチンを2回接種（11月末まで）するなどの
応募要件を満たした人に、抽選で景品が当たり
ます！詳しくはキャンペーンHPで！

・38度以上の発熱
・全身のだるさ
・関節痛
・咳

せき

、のどの痛み

・小児
・高齢者
・免疫力の低下して
	いる人

・手洗い
・マスク着用
・咳エチケット
・予防接種

※マスクの表面に触ったときは、アルコール消毒を！

❶おしゃべりを楽しむ際は、
	 マスクを着用しましょう

❷マスクは、ゴムひもを
	 もって外しましょう

❸�食べるときは、おしゃ
べりを控えましょう

(株)サイネックスと連携し、期間限定で大阪産
（もん）や大阪産（もん）名品などが購入できるオ
ンライン物産展を開催中！
サイネックスオンライン大阪物産展

期間：12/29（水）12：00まで

ゆったりとした個室で、なにわ野菜の天ぷら・大阪産合鴨のはりはり
鍋など大阪の食材を使用した本格会席が味わえます！

【ご予約限定】地元大阪、再発見！なにわ会席
提供：ホテルグランヴィア大阪19階
	 日本料理「大阪	浮橋」
価格：8,000円（税・サービス料込み）
提供時間：		平日		/11：30～15：00
	 土日祝/11：00～15：30
期間：令和4年1/31（月）まで
電話：06（6347）1447

Twitter、Facebookなどで大阪産
（もん）の最新情報を随時発信中！ぜ
ひこの機会に、フォローお願いします！

おうちで�大�阪�産�を楽しもう！

大�阪�産�を個室でゆったり堪能♪ 大�阪�産�最新情報は
こちらをチェック！

大阪のうまいもんが大集合！

キャンペーン
HPはこちら

食事中の会
話など

飛
ひ ま つ

沫が飛び交
う場面では

、

感染リスク
が高まりま

す。

20代・30代
の

府民が対象
!

主な症状 感染を防ぐポイント 重症化リスクの高い人

お お さ か も ん

お お さ か も ん お お さ か も ん

感染防止認証
ゴールドステッカー（見本）

11月は 大 阪 産 地産地消推進月間
お お さ か も ん

詳しくはこちら

▲Twitterは
こちら

▲Facebookは
こちら

地産地消推進月間
についてはこちら

大阪の野菜を使ったお惣菜や昔から大阪で愛されてき
た懐かしいお菓子などが集まる物産展を開催します。
ぜひ、ご参加ください♪

期間：11/5（金）～7（日）
	 10：00～19：00
	 （7日は18：00まで）
場所：イオンモール茨木
	 （JR「茨木」ほか）

応募はこちら

大阪産（もん）大集合
inイオンモール茨木
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https://www.pref.osaka.lg.jp/shobobosai/gold-sticker/index.html
https://www.shinsei.pref.osaka.lg.jp/ers/input?tetudukiId=2021100036



