
広告掲載枠

■U 大阪市総合コールセンター　H4301-7285

相談日 問合せ・相談内容

弁護士による
法律相談★★

12月…1・8・15・22
１月…5・12・19・26
(第1～4木曜) Q13：00～17：00

広聴相談　1階10番　H4809-9683
予約専用電話…H4809-9843
(相談日当日の9：00から受付)

税理士による
税務相談★★

12月…6・13・20・27
１月…3・10・17・24・31
(毎週火曜) Q13：00～16：00

広聴相談　1階10番　H4809-9683
(相談日当日の9：00から受付)

宅地建物取引士
による
不動産相談★★

12月７(水)　１月４(水)
Q13：00～16：00

全日本不動産協会大阪府本部北支部
H6373-1511(月～金10：00～16：00)
賃貸・売買契約や相続、名義変更など
不動産に関する相談

行政書士
による相談★★

12月14(水)　１月11(水)
Q13：00～16：00

行政書士会相談受付
H6306-3307(月～金10：00～16：00)
官公署に提出する許認可や登録申請、�
遺言や相続、契約などの手続きの相談

司法書士
による相談★★

12月21(水)　１月18(水)
Q13：00～16：00

司法書士事務所　H6358-4533
(月～金9：00～18：00)
簡易裁判所における訴訟代理業務、
供託手続き、登記簿手続きなどの相談

社会保険労務士
による相談★★

12月28(水)　１月25(水)
Q13：00～16：00

社会保険労務士事務所
H4800-8125(月～金10：00～17：00)
年金・医療、労災・雇用保険、退職・解雇、�
セクハラ・パワハラなどに関する相談

就労相談★
（９：15～11：45
は予約不要）

12月…7・14・21・28
１月…4・11・18・25
(毎週水曜) Q9：15～12：15

大阪市地域就労支援センター
H0120-939-783
資格・技能取得講座などの紹介、履歴書の
書き方、面接の受け方など、仕事探しのた
めのアドバイス・相談

経営相談★ 随時(土日除く7日前までに申込み) 広聴相談　1階10番
H4809-9683　56327-1970

人権出張相談★
(月～金) Q9：00～21：00
(土・日・祝) Q9：00～17：30
(電話・ファックスでの相談も可)

人権啓発・相談センター
H6532-7830　56531-0666

ひとり親家庭サ
ポーターによる
相談★

12月…2・6・9・13・16・20・27
１月…6・10・13・17・20・24・27・31
（毎週火・金）Q9：15～17：30

子育て・教育　2階25番
H4809-9852
ひとり親家庭向け就業相談・離婚前相談など

行政相談委員に
よる行政相談

12月5(月)　１月16(月)
Q14：00～16：00(受付は15時まで)

広聴相談　1階10番　H4809-9683
国の仕事やその手続き、サービスに
対する意見・要望などの相談

花と緑の相談 12月6(火)　１月10(火)
Q14：00～16：00

十三公園事務所　H6309-0008
サバンナ堆肥を進呈しています

12月１日～１月31日
各 種 相 談 日専門家

による
秘密厳守

無料その問題、専門家が一緒に考えます！

区役所で実施
★…予約制。★…１組30分以内

❖日曜法律相談 無料
l12/25(日)９：30～13：30
I住吉区役所（住吉区南住吉3-15-55）
　　　西淀川区役所（西淀川区御幣島1-2-10）

C各16名(電話予約要：先着順)
V電話で、12/21(水)・22(木)の
　　　9：30～12：00に申し込み。
　　　予約専用電話はH6208-8805

重

　�育費に関する大切なお知らせ養
　子どもたちにとって両親の離婚はとても大きな出来事ですが、子ども
たちがこれを乗り越えてすこやかに成長していくためにも、親としてあ
らかじめ「養育費」について話し合い、取り決めることが非常に重要です。
　東淀川区役所としては、養育費について子育て世帯の方々に広く知っ
ていただくとともに、多くの方に取り決めていただきたいことから、養育
費に関する各種相談窓口を設置しておりますので、ぜひご活用ください。
■東淀川区での相談窓口　
・ひとり親家庭サポーター　（２階�番窓口） 要予約
　毎週火・金曜日　９：15～1７：30　H4809－9852
■大阪市、その他の相談窓口　
・ひとり親家庭等就業・自立支援センター　H6371－7146
・養育費相談支援センター　フリーダイヤル 0120－965－419
　携帯電話からは03－3980－4108

U 子育て・教育　２階�番　H4809-9856

出演予定  歌手  山口　采希(やまぐち　あやき)さん
　　　せっつファミリークワイヤー（ゴスペル）
　　　大阪高等学校吹奏楽部
I窓口サービス課
      　待合ロビー
　　　　（区役所１階）
C100名

※ 写真はすべ
て昨年の様
子です。

U 総務　3階�番
　　 　H4809-9625

12月21日（水）18：30～20：00
18：20 開場

■U 健診（保健企画）
　　　２階�番
　　　H4809-9882

健 康 掲 示 板

❖特定健康診査･後期高齢者医療健康診査 無料・予約不要
日　時 場　所 対象・費用

12/10(土)9:30～11:00
保健福祉センター 国民健康保険・後期高齢者医療保険に加入

している方。持ち物…受診券と保険証。H29.2/5(日)9:30～11:00
H29.3/11(土)9:30～11:00

❖各種検診（健診）� ※保健福祉センターで実施
内　容 日　時 対　象 費　用

予
約
制

胃がん検診

予約の際にお問い合
わせください。

40歳以上の方 500円※１
大腸がん検診 40歳以上の方 300円

肺がん検診 40歳以上の方 エックス線 無　料
かくたん検査※2 400円

乳がん
検診

超音波検査 30歳以上の女性 1,000円
40歳以上の女性（昭和奇数年
生まれの方） 1,500円マンモグラフィ

子宮頸がん検診※３ 20歳以上の女性（昭和奇数年、
平成偶数年生まれの方） 400円

骨量検査 18歳以上の方 無　料

風しん抗体検査
12/19(月)13:30～14:30
H29/1/6(金)10:30～11:30
H29.1/16(月)10:00～11:00

・妊娠を希望する女性
・妊娠を希望する女性の配偶者
・妊婦の配偶者

無　料

予
約
不
要
結核健診 H29.1/16(月)10:00～11:00

H29.2/23(木)10:00～11:00 15歳以上の方 無　料

※１��医療機関での受診は1,500円。　※２�かくたん検査の対象者には条件があります。
※３�医療機関で受診

けん診に関心
　寿命の延伸！

がん検診等の予約状況はこちら▶
大阪市　がん検診予約状況 ➡検索

　淀川区北部地域包括支援センター“なかよし”って
　どんなとこ!？
東

　地域の『身近な相談どころ』として、高
齢者の方の介護や福祉に関する相談を
日々お受けしています。
～住み慣れた場所で安心して生活が

続けられる地域～を目ざして…
　地域の皆さんにとって身近な会館や
集会所にて「認知症についての理解を深めるための講演会等」の開催や、当
センター担当地域の事業所の集まりである『なかよしの会』において、事業
所の垣根を越え、見守り活動など一緒に地域に対して取り組めることの検
討なども行っています。
　これからも、地域の方に身近に感じてもらえるような活動を通じて、支援
の網の目を小さくしていくことを心がけながら、高齢者の方が安心して過
ごしていけるよう、地域の皆さんと共に一歩一歩取り組んでまいります。
　「ちょっと気になるなぁ」「どうしようかなぁ」ということなどがありまし
たら、お気軽にご相談ください。
担当地域 東井高野・井高野・大隅西・大隅東・小松
U 東淀川区北部地域包括支援センター「なかよし」（井高野２－１－5９）

H6349－5001
月～金曜日　９：００～１９：００　土曜日・祝日　９：００～１７：３０

　　　（日曜日・年末年始は除く）

▲講演会の様子

地域包括支援センターなかよし ➡検索

心弾む音楽で楽しい
ひとときを一緒に過ごしませんか？
クリスマスミニコンサート

無料・申込み不要

　�度障がい者の訪問看護利用料の一部自己負担額が
　変わります

　平成２９年１月から、重度障がい者の方が、訪問看護ステーションで訪問看
護を受けた時の一部自己負担額が、１訪問看護ステーションごとに１日あ
たり最大５００円（月２日限度）となります。
　また、同じ月内に受けた保険診療に係る一部自己負担額が２，５００円を超
えたときは、申請により超過分の払い戻しを受けることができます。（但
し、医療費と訪問看護利用料を合算することはできません）

U 子育て・教育　２階�番　H4809-9856

みんな
来てね♪

　高齢者や障がいのある方が、外出先で倒れる
など救急搬送や保護された際に、速やかに身元
確認ができるよう登録番号のついたキーホルダ
ーをお渡ししています。（ライフステーション事業）
詳しくは下記受付場所までお問合せください。D300円

持っててあんしん！見守りキーホルダー持っててあんしん！見守りキーホルダー

メゾンリベルテ（東淡路1-4-49　H0120-580-008）、
よどまち保健室（豊新4-26-3　H6328-0160）

U地域協働　1階❾番　H4809-9826

受付場所

月曜日～金曜日　9：00～17：30（土・日・祝日、年末年始除く）
※サポートの対象となる方には条件があります。
※認知症の簡単なテストもしています。詳しくはお問合せください。
Uほほえみオレンジチーム（菅原4-4-37　区在宅サービスセンター

「ほほえみ」１階）　H7730-0002

もしかして認知症！？認知症！？
「よく分からない」とほっとかないで、早めにご相談を！「よく分からない」とほっとかないで、早めにご相談を！

相談時間

秘密厳守無料

◆「旬の食材」を使って美味しく食べましょう！！

作
り
方

❶ りんごは８等分に切り、芯を取る。
❷ 耐熱皿に❶を並べ、グラニュー糖をふりかける。
❸ ❷をオーブンで２００℃、２０～３０分焼く。
❹ ❸にシナモンをふりかけ、器に盛る。

キ
リ
ト
リ

健康

レシピ
Recipe

60kcal
エネルギー 

◆１人分の栄養価

材料２人分
・り
ん
ご…

１
個

・グ
ラ
ニュ
ー
糖…

３ｇ

・シ
ナ
モ
ン…

少
々

焼きりんご（2人分）焼きりんご（2人分）

（考案）東淀川区食生活改善推進員協議会（五十三会）
い と み

U健康（保健企画）
        　2階●番
        　H4809-9882

ふれあい
学びあい
ふれあい
学びあい 生涯学習ルームへようこそ！生涯学習ルームへようこそ！６
　下新庄小学校生涯学習ルームは、阪急
下新庄駅前に位置し、同小学校区の中心
にあるため、通いやすい環境にあります。
　自主運営の「生花」「書道」「社交ダンス」
「コーラス」「太極拳」「陶芸」「読み聞かせ」
「健康教室～ソフトバレー～」のほかに、
毎年、地域のニーズに合わせて開講する「こ
こが知りたい！」シリーズを企画しています。
また、下新庄小学校の児童に対しては、1年生を対象とした「わくわく教
室」、6年生を対象とした「中学の心構え」のほかに、「あそびの玉手箱」
というチャレンジ講座も企画しています。
U子育て・教育　2階番　H4809-9517

▼展示品

◆「いきいき百歳体操」
　菅原地域では、「からだ」も「こころ」
も元気でいきいきとした生活が送れ
るよう「いきいき百歳体操」に取り組
んでいます。
　現在は、老人憩の家や３か所の集会所で週に2回ずつ行っています。
　百歳体操は、個々人の体力に応じて重りを手足につけて筋力運動を行い
ます。続けることにより「体力がついた」「階段の登り降りが楽になった」とい
った声がよく聞かれます。
　また、防犯や交通安全のDVDを見て研修する機会にもなっており、交流
の場となっています。

U地域協働　1階❾番　H4809-9825

地活協は地域活動協議会の略称で、まちの活性化や課題解決に向けて
話し合い、行動する、誰もが参加できる団体です。

 

◀
体
操
の
様
子

菅原地域

◆「広報ひがしよどがわ」12月号は63,000部発行し、１部あたりの発行単価（配付費用含む）は約16円です（そのうち約３円を広告収入で賄っています）。
◆「広報ひがしよどがわ」は再生紙を使用しています。２

◆納期限のお知らせ…固定資産税・都市計画税（第３期分）は12月26日（月）、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料の納期限は、１月４日（水）です。
納付には口座振替・自動払込が便利です


