
★以下は広告スペースです。広告内容に関するご質問は、広告に掲載された連絡先にお問合せください。

2022年（令和4年）9月号広報あべの No.316

マイナンバーカードがあれば土日祝もコンビニで戸籍・住民票・印鑑登録証明書・税証明などの
証明書が取得できます。(6:30～23:00)サービス休止日があります。

その他、
区役所に来庁されなくても
できる手続きがあります!

①9/7（水）13:00～15:30
②9/16（金）13:30～16:00

①9/1（木）14:00～16:00
②10/3（月）14:00～16:00
①阿倍野区役所
②阿倍野区障がい者基幹相談支援センター
（昭和町1-20-22朝日プラザ昭和町1階）

①特別養護老人ホーム阪和苑
ケアハウス阿倍野(松崎町2－3－10)
②東住吉区役所(東住吉区東田辺1－13－4)

国民健康保険の加入者で40歳以上の方（年度内に40
歳になる方を含む）に、生活習慣病の発症や重症化を
予防するために無料で受診できる特定健診を実施し
ています。対象の方には「受診券」を送付しています。
12月末から来年3月末は予約が混雑しますので早め
の受診がオススメです！40歳未満の方が
受けられる健診もありますので、詳しく
は大阪市ホームページをご覧ください。

特定健診を受けて健康に！

障がい当事者の方も、ご家族や事業所の方も、ご相談
ください！

障がい者何でも相談会

人権擁護委員による
特設人権相談所

自転車同士の事故や、自転車と歩行者の事故などが
急増しています。車や自転車に乗る人も歩行者もみ
んなで交通ルールとマナーを守り、
事故をなくしましょう！
※安全運転講習会は中止です。

　6622-9684　 6621-1412
問区役所（市民協働）2階 番23

問区役所（福祉）1階 番２

秋の全国交通安全運動期間
9/21（水）～30（金）

問
　6622-9625　 6621-1412
区役所（総務）2階 番20

令和4年就業構造基本調査
統計法で回答が義務づけられている重要な統計調査
で、調査結果は、雇用政策、経済政策などに活用され
ます。調査をお願いする世帯には、9月下旬に統計調
査員が伺います。インターネットで回答もできます。

対象の方に、被保険者証（黄色）を9月中旬に送付します。
配達時に不在の時はお知らせが投函されます。9月中に届
かない場合などはお問合せください。なお、現在の被保
険者証（水色）は10/1から使えなくなりますのでご注意く
ださい。
10月の制度改正により、一部の方は医療費の窓口負担割
合が1割から2割となります。施行後3年間は外来の月々
の負担増加額を最大3,000円とし、後日、高額療養費とし
て差額を払い戻す措置があります。2割負担となる方で高
額療養費の口座の登録がない方には、9月下旬に口座登録
の申請書を送付予定ですので、ご提出ください。

3

1日の元気は朝食から！適切な栄養摂取・食事リズ
ムは基本的な生活習慣を身につけるためにも重要
です。毎日朝食を食べる習慣を身につけましょう！
食欲がない、時間がないという人は、口当たりが
よく簡単に食べられる牛乳や果物、野菜ジュース
などから始めてみましょう。

朝ごはんを食べよう！
9月は「大阪市朝食月間」です

場

日

111,634 54,710
18.2 3.7

（令和4年8/1現在）

問
　6942-1489
大阪第一人権擁護委員協議会

場

日

問
　6622-9956　 6621-1412
区役所（保険年金）2階 番24

　6622-9956　 6621-1412
区役所（保険年金）問 2階 番24

　6622-9857　 6621-1412

阿倍野区民センターは9/12（月）臨時休館します

無　料

後期高齢者医療制度
被保険者証（黄色）を送付します

区役所（地域保健）問
　6622-9882　 6629-1349

１階 番４

期間

皆様に親しみやすい地域の施設をイメージとした愛
称を募集します。たくさんのご応募をお待ちしてお
ります。
　　～9/30(金)まで
　　    専用の応募用紙に記入のうえ問合せ先に
設置の愛称募集箱にいれてください。FAX・用紙
の送付でも受付けます。詳しくは問合せ先まで。

阿倍野区老人福祉センターの
愛称を募集します！
阿倍野区老人福祉センターの
愛称を募集します！

応募方法

区老人福祉センター・区老人クラブ連合会
(〒545-0021　阪南町5-12-26)
　6623-8052　 6623-2876

■問

10/21（金）

9/8（木）・10/13（木）
9/2（金）・10/7（金）
9/29（木）・10/13（木）
9/22（木）
9/22（木）
10/21（金）
10/21（金）

9/7（水）・9/20（火）・10/5（水）・10/18（火）・10/28（金）
歯科医師がお口の中に関する個別の相談に応じ、
助言や指導を行います。

問　区役所（地域保健） 　 　6622-9882　  6629-1349４ 番１階

（※5）（※1）　 母子健康手帳・予防接種手帳（標準的な接種期間5～8か月）
（※2）　 実施日のおよそ2週間前または定員に達した時点
（※3）胸部X線検査・・・無料　喀たん検査（ハイリスクの方）・・・400円
（※4）

持
締

問

（※6）精神保健福祉相談員・保健師による
相談は随時行っています。
区役所（保健活動）
6622-9968

1階❸番

検診の予約状況などは
こちらから

40歳以上の大阪市国民健康保険加入者、
または後期高齢者医療制度加入者
受診券、被保険者証
基本的な健診（問診、身体計測・診察・血圧測定・検尿・血液検査）
詳細な健診（医師の判断で必要な方のみ心電図・眼底・貧血の検査）

持

対

料金
BCG予防接種（予約不要）（※1）
離乳食講習会

乳がん検診 （40歳以上）（マンモグラフィ）

（18歳以上）（骨量検査）骨粗しょう症検診

結核健診 ）要不約予・上以歳51（）査検線Ｘ部胸（

大腸・肺がん検診（40歳以上）（※2）

（※2）

（※2）

特定健康診査（予約不要）（※4）
歯科健康相談（予約不要）（※5）

（※6）専門医によるこころの健康相談

13：30～14：30

10：00～11：00
18：30～19：50
18：30～19：50

10：00～11：30

9：30～10：50
9：30～11：00
9：30～11：00

午後のみ(各回2名)

大腸300円

1,500円

肺（※3）

内　　　容 日　　　時

区役所での健診（検診）・予防接種・健康相談

要予約

要予約

要予約

要予約

要予約

無料
無料
無料

無料

無料
無料
無料

区役所（地域保健）　　　  
■℡ 6622-9882 ■℻ 6629-1349

よく簡単に食べられる牛乳や果物
などから始めてみましょう。
区役
　6622-9882　 6629-1349

予防接種・健康相談

よく簡単に食べられる牛乳や果物

区役所 健診（検診）予防接

よく簡単に食べられる牛乳や果物
などから始めてみましょう。
区役問
　6622-9882　 6629-1349

予防接 健康相談

①トマトは輪切り、玉ねぎ
はみじん切りにする。
ブロッコリーは小房
に分ける。

②ブロッコリーをレンジ
(600W)で2分加熱す
る。

③トマト、玉ねぎ、ブロッコ
リーの順に耐熱容器に
乗せ、オリーブオイル，
塩,チーズをかけてトー
スターで7～8分焼く。

作り方

材料（1人分）
トマト・・・・・・・1個
玉ねぎ・・・・・・・20g
ブロッコリー・・・40g
ピザ用チーズ・・・20g
オリーブオイル・・大さじ1
塩・・・・・・・小さじ1/4

焼きトマトサラダ

　6622-9956　 6621-1412
区役所（保険年金）2階 番244

焼きトマトサラダ焼きトマトサラダ焼きトマトサラダ焼きトマトサラダ焼きトマトサラダ焼きトマトサラダ焼きトマトサラダ焼きトマトサラダ焼きトマトサラダ焼きトマトサラダ焼きトマトサラダ焼きトマトサラダ

区役所（地域保健）　　　  
■■℡■6622-9882■■℻■6629-13496629-1349

乗せ、オリーブオイル，
塩,チーズをかけてトー
スターで7～8分焼く。

オリーブオイル・・大さじ1
・・・・・・・小さじ1/4

ご相談

自転車と歩行者の事故などが
車や自転車に乗る人も歩行者もみ

統計法で回答が義務づけられている重要な統計調査
経済政策などに活用され

9月下旬に統計調
インターネットで回答もできます。

区役問

区役ご相談 区役

材料（1人分）
トマト
玉ねぎ
ブロッコリー
ピザ用チーズ
オリ

経済政策などに活用され
9月下旬に統計調

。

　6622-9956　 6621-1412
区役問

オリ
塩・・・・・・・

1日の元気は朝食か
ムは基本的な生活習慣を身につけるためにも重要
です
食欲がない
よく簡単に食べられる牛乳や果物

阿倍野区民センターは9/1

予防接種・健康相談

よく簡単に食べられる牛乳や果物よく簡単に食べられる牛乳や果物
などから始めてみましょう。
問

予防接種・健康相談

トマトは輪切り、玉ねぎ
はみじん切りにする。
ブロッコリーは小房

②ブロッコリーをレンジ
(600W)で2分加熱す

③トマト、玉ねぎ、ブロッコ
リーの順に耐熱容器に
乗せ、オリーブオイル，

焼きトマトサラダ焼きトマトサラダ

などから始めてみましょう。
問

6629-1349

乗せ、オリーブオイル，
塩,チーズをかけてトー
スターで7～8分焼く。


