
2月8日（木）
19:00～21:00
区役所 5階特設会場
80名当日先着順（18:30受付開始）
竹内和雄先生

　　　（兵庫県立大学環境人間学部准教授）

市民協働課（教育支援）4階41番 6308-9417

保健福祉課（健康づくり）２階２２番 6308-９８８２ 淀川区子ども・子育てプラザ（淀川区新高１-１１-１９） ６３９５-６４２０

「スマホ時代」を生きる子どもたちのために

講 師

3月2日（金）10:30～13:00
区役所２階 集団検診室・栄養指導室
栄養のお話とクッキング

　　　メニュー（予定）：カップすし、いためなます　ほか
区内にお住まいの男性
１６名（申込先着順）
４００円（調理材料費として当日徴収）
エプロン・タオル・三角巾やバンダナ・筆記用具
２月１３日（火） ９：００から電話で（締切：２月２２日（木））

持ち物

申込不要 入場無料

　食事を自分で作れるようになることは、自らの健康に
気を配り、元気に暮らしていくことにつながります。手順
ごとにゆっくり説明しながら調理を進めていきますので、
料理が苦手
という方にこ
そ参加して
いただきた
い内容です。

プラザをもっと多くの中学生に利用して欲しい！
　何かしんどいことを抱えている中学生が気軽に立ち寄
り、スタッフに話を聴いてもらったり、身体を動かしたり、
読書をする等、思い思いの時間を過ごし、気持ちを切り替
えられるような場所になってくれたらと願っています。

男性のための
かんたんヘルシー料理教室

子ども・子育てプラザへ

行こう！ ～いつでも扉を開けて待っているよ～

　子どもたちもスマホを持つようになった現代。スマホ時代のいじめの現状
や現代ネット社会における「情報モラル」について学びます！
　講師は、新聞に「竹内先生の新教育論～スマホっ子の風景～」を連載する
竹内和雄先生。
　来年度から小学校高学年は道徳の授業で情報モラルを学びます。これを機
に私達大人も理解を深めませんか？

公立中学校で20年生徒指導主事等を担当（途
中小学校兼務）。寝屋川市教委指導主事を経
て2012年より現職。生徒指導を専門とし，いじ
め、不登校、ネット問題、生徒会活動等を研究し
ている。文部科学省・総務省等で、子どもとネッ
ト問題についての委員を歴任。ＮＨＫ「視点・論

。演出もに等」代現プッアズーロク「」点

講師： 竹内 和雄先生

男子厨房に入ろう！男子厨房に入ろう！

たけうち かず お

人権学習講座

家族の方が背中
を

押すもよし！
友だちと

 一緒でもよし！
一人で試験勉強

や

   受験勉強でも
よし！

中学生向け『居場所づくり事業』
中学生は水曜日と土曜日に限り通
常17時までのところ19時まで利用
できます！

保護者の方
、学校の

先生方、子
どもと関わ

る

地域の方は
是非

ご参加くだ
さい！

中学生のみんな

「まなび庵」開放日
火～日（月・祝は休館日）
9：30～11：50/13：00～16：50

トピックス
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適正な就学について
居住実態のない住所地で住民登録をするなどの不適正な就学が判明すると、入学後でも適正な学校へ転校していただきます。住民登録を正しく行い、適正な
就学をしましょう。　 市民協働課（教育支援）４階４１番　 6308-9414

2月号 No.046



市営住宅「申込みのしおり」配布
２月１日（木）～１５日（木）
区役所1階 正面入口付近

区役所では、申込みの受付は行っておりません。
大阪市住まい公社 ６８８２‐７０２４

第３回学校協議会が
開催されます
今回は、各学校園の「運営に関する計

画」について、最終評価を行います。
　計画や前回の議事内容、日程等につい
ては、各学校園のホームページに掲載さ
れます。また、学校協議会は傍聴できます
ので、各学校園にお問合せください。

市民協働課（教育支援）
　　　4階41番　 6308-9416

介護サービスの利用者負担
額などの医療費控除

　身体障がい者手帳などの交付を受け
ていない方でも、65歳以上で、寝たきり
の方または認知症の方で、その程度が
身体障がい者手帳などの交付基準に準

マイナンバーカードを持っていれば、
全国のコンビニにあるマルチコピー機
で住民票の写しや印鑑証明書などをお
取りいただけます。早朝6:30から深夜
23:00まで、土・日・祝日もご利用いただ
けます。
　さらに、コンビニ交付は窓口より手数
料が100円お得です！
（※戸籍を除く）
　詳しくはホームページ
をご確認ください。

窓口サービス課（住民登録）
1階13・14番　 6308-9963

便利なコンビニ交付を
ご存知ですか？

●特別障がい者手当・
　障がい児福祉手当
重度の障がいがあり、日常生活で常

時特別の介護が必要な方に（ア）特別障
福児いが障）イ（）上以歳02（当手者いが

祉手当（20歳未満）を支給します。ただ
し、3か月以上入院している方（（ア）のみ）
や施設に入所している方は除きます。
●特別児童扶養手当
　対象は、政令で定める程度の障がいが
ある20歳未満の児童を養育している父
母（主として児童の生計を維持するいず
れか1人）、または父母に代わる方（児童と
同居・監護し、生計を維持していること）に
特別児童扶養手当を支給します。

各種福祉手当の支給

配布期間
配布場所

【所得税及び復興特別所得税の確定申告】

※税務署内には、申告書作成会場は開設しておりません。用紙等の交付、作成済みの申告書等の受付は
税務署内の窓口でも行っています。

【市・府民税の申告】市・府民税の申告義務がある方は市・府民税の申告をしてく
ださい。所得税及び復興特別所得税の確定申告をされた方は不要です。

２月１６日（金）～３月１５日（木）（別途、事前受付期間あり）
※２月１６日から１週間程度及び３月１５日は、窓口が大変混み合い、長時間お待たせする場合があります。
　あらかじめご了承願います。申告書は郵送でも提出できます。

梅田市税事務所
（北区梅田1-2-2-700大阪駅前第２ビル７階）９：００～１７：３０（金曜日は１９：００まで）※土・日を除く

所得税及び復興特別所得税：東淀川税務署　 6303-1141
市民税・府民税：梅田市税事務所課税担当（市民税等グループ）　 4797-2953

所得税・復興特別所得税、個人市・府民税の申告が始まります

平成30年度も事前申告受付会場を設置いたします。（区役所内にはございません）

臨時申告会場

申告会場

申告会場

※臨時申告会場への電話でのお問合せはご遠慮ください。

大阪福島・西・西淀川・東淀川・北・大淀税務署
　合同申告会場
☆梅田スカイビル　タワーウエスト22階
（ＪＲ大阪駅中央北口から徒歩約7分・阪急梅田駅茶
屋町口から徒歩約9分）

2/16（金）～3/15（木）
※土・日を除く
ただし、下記の日曜日につい
ては、受付します
2/18（日）、2/25（日）

区役所6階 会議室 ９：００～１７：３０（金曜日は１９：００まで）※土・日を除く

梅田市税事務所
（北区梅田1-2-2-700大阪駅前第２ビル７階）

２月1日（木）～15日（木）９：００～１７：３０
（金曜日は１９：００まで）　※土・日・祝日を除く

９：15～１６：００
※混雑状況によ
り、早めに受付
を終了する場
合があります。

「障がい者控除対象者認定書」
をご存知ですか

ずる場合は、申請により「障がい者控除
対象者認定書」の交付を受けることが
できます。認定書を提示し、所得税の確
定申告や個人市・府民税の申告をする
ことにより税法上の「障がい者控除」の
適用を受けることができます。

保健福祉課（保健福祉）3階32番
6308-9857 6885-0537

市民活動に関心のある方、NPOやボ
ランティア活動団体、企業の地域貢献活
動担当などの皆さまから、市民活動に関
するご相談を受付ています。助成金や講
演会など、市民活動に役立つ情報のご紹
介や各種相談窓口をご案内します。

市民協働課（まちづくり）
４階41番　 6308-9734
淀川区まちづくりセンター
４階41番横　 6309-5656

「市民活動総合相談窓口」を
設置しています

　詳しくはお問合わせください。
保健福祉課（保健福祉）

　　　3階32番　 6308-9857

→ →
→

→
医療系を中心とした介護保険サービ

スを利用した場合、負担額が医療費控除
の対象となる場合があります。
施設サービス及び居宅サービスの利

用者負担額 介護福祉士等による喀痰
吸引等が行なわれたとき  おむつ代
　いずれも領収証が必要です。詳しく
はお問合せください。

保健福祉課（介護保険）
　　　３階３１番　 ６３０８-９８５９

かく たん

お知らせ
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2月の日曜開庁 2月25日（日） 9:00～17:30
窓口サービス課　 6308-9963／転入･転出などの届出、戸籍謄抄本・住民票の写しなどの証明書発行など

6308-9956／住民異動に伴う国民健康保険・国民年金・後期高齢者医療の各種申請・届出など

日曜開庁のお知らせ
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2月15日（木）14:00～15:00
標準的な接種期間（生後５か月～８か月）

※生後１２か月未満（１歳の誕生日前日）まで接種可能
母子健康手帳・予防接種手帳

受付日時

持参物

2月21日（水）１０：００～１１：００ 15歳以上
妊娠中および妊娠の可能性のある方はご遠慮ください。
受付日時

区役所2階
対 象

対 象

結核健診

検査日など詳しくはお問合せください。
（大阪市ホームページで、区のがん検診の日程や取扱医療機関をご覧いただけます）

予約要

案内文書は対象者の方に1月中頃に送付しています（対象者
の範囲を変更している場合あり）。案内文書が届いていない
場合や日程の変更を希望される方はご連絡ください。

乳幼児健診 区役所2階

区役所2階健診

予約不要

予約不要
検索淀川区　健診

保健福祉課（健康づくり）
2階22番 6308-9882

問合せ BCGワクチン接種

各種がん検診、骨量検査、風しん抗体検査、肝炎ウイルス検査

予約不要

7月出産予定の妊婦さんとパートナーの方
2月19日（月）13：30～15：30
保健福祉センター（区役所2階）
※詳細はHPをご覧ください。
保健福祉課（健康相談）2階21番 6308-9968

妊婦教室 無料

　学校の授業で分からないところ、苦手な
ところなどを一人ひとりの学力にあわせて
個別学習指導をします。高校入学、卒業を
めざし、将来の自分の夢をかなえる選択肢
をふやしましょう！

平成30年4月～平成31年3月週１回2時間程度
淀川区内の生活保護受給世帯、児童扶
養手当受給世帯、就学援助対象世帯、
市民税非課税世帯等の小学生・中学生
51名（申込多数選考）　 無料
区民センターなど
2月1日（木）～28日（水）区役所3階（学習相談担当）

　　　窓口までお越しください。
保健福祉課（保健福祉）3階32番　 6308-9857

簡単なあいさつや自己紹介など手話の基礎を学べます。
平成30年4月19日（木）～平成31年2月21日（木）
毎週木曜日19：00～20：30
淀川区民センター
4月12日（木）北区民センター
区内在住・在勤で高校生以上の初心者の方
40名（申込多数抽選）
テキスト代（DVD付）3,240円
淀川区聴言障害者協会
往復ハガキに「手話講座申込」と明記し、住所・氏名（ふり
がな）・年齢・電話番号・勤務先（区外居住者のみ）を記入
のうえ、〒532-8501　淀川区十三東2-3-3 淀川区役所
保健福祉課「手話養成講座」係まで。3月16日（金）必着。
保健福祉課（保健福祉）3階32番
6308-9857　 6885-0537

子ども未来輝き事業 受講生を募集します！ 淀川水系一斉美化アクション
「河川敷クリーン大作戦」

手話奉仕員養成講座入門コース　受講生募集

主 管

合同開講式

締 切

今年も淀川区・西淀川区・東淀川区の３区で同じ日に河川レン
ジャーと一緒に河川敷のお掃除をします。小学生・中学生・高校
生も大歓迎です！自然いっぱいの淀川をみんなできれいにしま
しょう！詳しくは河川レンジャーＨＰをチェック♪

２月２５日（日）10：00～11：30（雨天決行）
区役所 １階夜間出入り口前
軍手、タオル、雨具類　 淀川管内グループ河川レンジャー
市民協働課（まちづくり）４階41番　 6308-9734

集合場所
実施期間

参加費

温水プールで快適に泳ぐチャンス！！
小中学生プール無料利用、やってるよ♪
３月末まで無料で利用できます！

平日・土曜日１５：００～１９：００、日曜日９：００～１９：００
コ・ス・パ淀川屋内プール　 区内在住の小中学生
申込書に記入の上、受付にお持ちください。
小学４年生以下のご利用は１６歳以上の引率者（水着
着用）が必要。引率者１名につき３名まで入場可。
引率者は入場料半額。
コ・ス・パ淀川屋内プール（木曜休館）
〒５３２-００２３ 淀川区十三東２-３-１ ６８８５-１７１１
市民協働課（教育支援）４階４１番 ６３０８-９４１６

利用登録
ご注意

担 当

募集
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平成２９年９月３０日から大阪府最低賃金が時間額９０９円に改定されました
大阪府最低賃金は府内の事業場で働くパート・アルバイトなどを含め、すべての労働者に適用され、府内の使用者は時間額９０９円以上の賃金を支払う必要があります。

大阪労働局 賃金課　 6949-6502　淀川労働基準監督署　 7668-0268



おはなし会
　図書ボランティアグループ「絵本の会
淀川」さんによる、絵本のよみ聞かせや
パネルシアターです。春の訪れを感じる
ことができるかも。

①3月13日（火）　②14日（水）
いずれも10：30～11：00
①0・1歳児とその保護者
②2歳児以上とその保護者
各12組（申込多数抽選）
2月13日（火）～2月26日（月）
17:00までに電話または来館に
て受付。

　長い間、語り継がれた昔話には、心の琴
線にふれる力があるようです。さまざま
なおはなしを、こ
の機会にゆった
りとおたのしみ
ください。

2月25日（日）
14：00～15：00
30名（当日先着順）
グループ・いっすんぼうし出 演

サークル発表会
　淀川区老人福祉センターサークルの
舞台発表です。
　皆さんの練習の成果をぜひ観に来て
ください。

2月20日（火）13:00～16:00
区民センター ホール
どなたでも　 不要

〒532-0005　三国本町2-14-3
6394-2900

淀川区社会福祉協議会

参加費無料

参加費無料

いきいき健康セミナー 参加費無料

参加費無料

〒532-0034　野中北2-12-27
6150-8000

十三市民病院

２月２０日（火）１４：００～１５：００
「放射線科の検査について」
―ＭＲＩって何だろう？―
診療放射線技師　
坊野 順一
３０名

　　　(当日先着順)

演 題

まさ き あきら

ぼう の　 じゅんいち

善意銀行だより
　11月１０日から12月９日の間、善意銀
行に４３３，１７７円の預託がありました。ご
協力ありがとうございました。

美わがどよ「、会協生厚育体川淀、子雅村吉
ｉｎｇ」淀川区まちづくりセンター・学校法人

）略称敬（、舗聞新山横、園学幸三

〒532-0022　野中南2-1-5
6304-9118 6304-9190

老人福祉センター

●淀川区民センターの
　「教室作品展」

３月1０日（土）
～１１日（日） 
１０：００～１５：0０

●「ふれあい交流ステージ」
３月１０日（土）１０：００～１6：0０
区民センター ホール
民踊やコーラス、器楽演奏など
のステージ発表

★１０日のみ先着
１００名様に粗
品プレゼン
★お楽しみ抽選
会あり

〒532-0022　野中南2-1-5
6304-9120 6304-7304

区民センター

〒532-0025　新北野1-10-14
6305-2346　 6305-9129 

淀川図書館

大人のためのおはなし会

淀川区ふれあい文化のつどい 参加費無料

〒532-0033　新高1-11-19
6395-6420　 6395-6420

子ども・子育てプラザ

淀川スポーツセンター
〒532-0004 西宮原2-1-3ソーラ新大阪21内
6350-4555

春休みに逆上がりやとび箱＆マット
を体操の先生と一緒に練習して、君も
春からヒーローに！！
①チャレンジ！逆上がり＜４日間＞

3月27日（火）～30日（金）
9:00～10:00（60分）
4,320円（4日分）

②とび箱＆マット大作戦＜４日間＞
3月27日（火）～30日（金）
10:15～11:30（75分）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

▲

 正木　明氏

消防記念日表彰式・防災講演会消防記念日表彰式・防災講演会

→

春休み短期逆上がり・
とび箱＆マット教室受講生募集！！

→

5,400円（4日分）

①②いずれも
新小学1年生以上の小学生
各15名（先着順）
2月18日（日）13：00より受付開始。
参加費を持参の上、直接来館にて。
家族以外の代理申込不可。
※月曜休館

淀川消防署（予防担当）　 ６３０８-１０９６

7

施設だより

2月号 No.046

区広報誌「よどマガ！」は毎月124,000部を発行し、2月号１部あたりの発行単価（配布費用を含む）は約15.8円です。
平成30年1月1日現在の推計　区の人口：179,456人（前月比：＋162人）　男：89,038人　女：90,418人　区の世帯数：98,263世帯　区の行政面積：12.64k㎡区の統計

広報誌の発行単価

３月7日（水）１３：３０～１５：００
淀川消防署５階講堂
正木 明氏
２００名（申込多数抽選）
必要事項（郵便番号、住所、氏名、電話番号）をご記入の上、淀川消防署ま
でハガキ・メール・持参にてご応募ください。
※直接淀川消防署で申込まれる方は平日9:00～17:30までの受付となります。

　　　※メールでのご応募の場合、件名に「防災講演会応募」と記載してください。
）着必（）日（日８１月２～）木（日１月２

当選者の発表は案内状の送付をもって代えさせていただきます。
〒５３２-００１２　淀川区木川東４-１０-１２淀川消防署
「防災講演会担当」　 pa0015@city.osaka.lg.jp

応募期間
当選発表
応募先
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