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イ ベ ン ト ・ 講 座 ・ 募 集 コ ー ナ ー
募集 「クラインガルテン・東住吉」の新規スタッフを男女問わず募集します！

募集 「学校支援ボランティア人材バンク」登録者

東住吉区クラインガルテン広場（矢田1-16-22）での花苗や野菜の栽培等の作業や、
「寄せ植え講習
会」
「やさいづくり体験塾」などイベントの企画・運営を担っていただくボランティアスタッフを男女
問わず募集します。花の栽培や農作業に興味があり、活動に参画していただける方の参加を待ってい
ます。後日、申し込んでいただいた方を対象に現地で説明会を開催します。

東住吉区の小・中学校では、学習支援や図書館開放など様々な側面から
学校を支援していただく人材を必要としています。
そこで、
「学校支援ボランティア人材バンク」
を設置し、登録者を募集しま
す。学校の教育活動を応援していただける方の登録をお待ちしています。
※学校の希望条件に合う場合に活動していただきますので、
登録いただいても、連絡・要請がない場合もあります
※活動内容により謝礼をお支払いする場合もあります

区民企画課（クラインガルテン広場担当）54番窓口（直接お越しください。）
０６-４３９９-９９０８ FAX ０６-６６２９-４５６４

申込・問
TEL

『にんやか田邊』歴史講座「古文書に見る江戸時代の農村支配システム」

申込要

田邊地域に残されている古文書から、江戸時代の大坂近郊農村の姿に思いを馳せませんか？
と き 4月21日
（日）開場13：00／開演13：30〜
（約90分）
ところ 東住吉会館（駐車場はありません）
講 師 村田路人氏（大阪大学大学院文学研究科教授（日本史講座））
費 用 資料代200円
定 員 先着60名
主 催 にんやか田邊（旧田邊ＨＯＰＥゾーン協議会）
後 援 東住吉区役所
協 賛 東住吉会館
申込・問

東住吉会館（東田辺2-11-28）

06-6699-1100

TEL

FAX

06-6697-8080

１０月の消費税率の引上げに伴い、公費による保険料軽減の強化により、平成３１年度は第１段
階から第４段階の介護保険料が変わります。
平成３１年度の介護保険料額は次のとおりです。

平成31年度介護保険料（年額）の計算方法／基準となる月額保険料7,972円×12月＝
年額95,124円（基準額）／基準額（95,124円）
（年額）
×所得に応じた割合（0.425〜2.0）

第1段階

第4段階
第5段階
第6段階

第8段階
第9段階
第10段階
第11段階

本人が市町村民税課税

第7段階

年額

0.425

40,428円

本人の合計所得金額等（※）
＋公的年金
等収入額が80万円以下

0.425

40,428円

本人の合計所得金額等（※）
＋公的年金
等収入額が120万円以下

0.575

54,697円

第2段階・第3段階以外の方

0.725

68,965円

本人の合計所得金額等（※）
＋
公的年金等収入額が80万円以下

0.85

80,856円

第5段階以外の方

1.00

95,124円

1.10

104,637円

本人の合計所得金額125万円を超え200万円未満の方 1.25

118,905円

本人の合計所得金額200万円以上400万円未満の方

1.50

142,686円

本人の合計所得金額400万円以上700万円未満の方

1.75

166,467円

本人の合計所得金額700万円以上の方

2.00

190,248円

同じ世帯に
同じ世帯にいる方 市町村民税
全員が市町村民税 課税者がい
非課税
る方

第3段階

本人が市町村民税非課税

第2段階

平成31年度

割合

◯老齢福祉年金の受給者で、本人及び世帯員全員が
市町村民税非課税の方 ◯生活保護の受給者

本人の合計所得金額125万円以下の方

◯学習支援 ◯発達障がい児等への支援 ◯図書館開放支援 ◯総合学習等
の講師・ゲストティーチャー ◯清掃補助 ◯校庭の緑化活動 ◯部活動支援
◯帰国・来日した児童生徒への支援 ◯給食の配膳補助
区民企画課 54番窓口

問

TEL

06-4399-9922

●各施設の記事の詳細については、直接お問合せいただくか、HPをご覧ください。

６５歳以上（介護保険第１号被保険者）の方へ

対 象 者

サポート分野を選んでの登録もできます！

施 設 情 報 コ ー ナ ー
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保険料
段階

申込から活動まで

①区役所へ申込・登録（＊） ②登録情報をリスト化し、区内の学校へ提供
③学校から登録者へ直接連絡 ④当該学校で活動
＊インターネット
（電子申請）
または区役所区民企画課54番窓口への登録用
紙の提出により受け付けています。詳しくはホームページをご覧ください。

移動図書館まちかど号巡回日4月
問

中央図書館自動車文庫

4月 4日(木)
5月 9日(木)
4月 5日(金)
5月10日(金)

と

TEL

き

ところ

14：25〜15：00

市営矢田部住宅中央公園(公園南矢田1-22)

10：25〜11：15

矢田東小学校東門（住道矢田2-7）

4月 6日
（土）
14：25〜15：05
5月11日
（土）
4月20日(土)

06-6539-3305

10：20〜11：20

4月27日
（土） 11：15〜12：05

サンヴァリエ針中野6号棟前(湯里3-2)
中町会公園(杭全7-14)
平野白鷺公園(今川6-7)

大阪市立 長居植物園

（長居公園1-23）
TEL 06-6696-7117
FAX 06-6696-7405

●長居植物園
スプリングフェア 2019

新緑の息吹を感じながら、
自然の中でのワー
クショップや遊び、音楽、グルメ、馬車の乗車体
験などが楽しめる2日間。小さなお子さまから
大人まで、
どなたにも楽しんでいただけるイベ
ントが盛りだくさんです。
と き 4月27日(土)・28(日)
10：00〜16：00
ところ 長居植物園
費 用 入園料200円 ※有料ブース有

第5段階以上の保険料額は平成30年度と同額です。保険料は3年ごとに見直されます。次の見
直しは平成33年度になります。※合計所得金額から公的年金等の所得金額を控除した額

東住吉図書館

（東田辺2-11-28）
TEL 06-6699-7000
FAX 06-6699-3222

●
「応援しよう！
2019セレッソ大阪」
展

セレッソ大阪の選手が実際に使用
したグッズなど、ゆかりの品やパネル
などを展示します。
オリジナルしおりの配布もあります
（なくなり次第終了）。
会 期 4月5日(金)から5月15日
（水）
まで
ところ 東住吉図書館3階出入り口
前展示ケース

介護保険の第1号被保険者の方
（大阪市にお住まいの65歳以上の方）
で、
口座振替または納付
書で保険料を納付いただいている方
（普通徴収の方）
には、
介護保険料決定通知書を4月中旬に
送付します。
なお、
年金から納付いただいている方
（特別徴収の方）
には、
保険料決定通知書を7月
中旬に送付します。
問

保健福祉課（介護保険）29番窓口

東住吉会館

（東田辺2-11-28）
TEL 06-6699-1100
FAX 06-6697-8080
●古文書から見る
江戸時代の農村支配システム 無料
とき 4月21日
（日）
13:30〜15：00
（13:00開場）
定員 60名
（先着順）
講師 大阪大学大学院教授 村田路人
●色彩セミナー 好きな色と似合う色
とき 4月21日、5月19日、6月23日
（日）
14:00
〜15:30
（入門、基本、応用の3回講座）
定員 30名 費用2,400円（1回参加1,000円）
●初心者の楽しい 水彩画教室
とき 4月25日、5月9日、23日、6月6日、20日、
7月4日、18日
（木）
13:30〜15:30
全7回 定員 25名 費用 5,600円
●囲碁教室 入門コース・初級コース
とき 4月28日〜8月11日
（日）
初級：10:00〜
11:50 入門：13:00〜14:50 全8回
定員 各16名 費用 4,800円
●話せる中国語 入門コース・初級コース
とき 入門：5月9日〜7月11日 毎週木曜日
18:00〜19:00
初級:5月11日〜7月13日 毎週土曜日
10:00〜11:00 費用 10,000円
全10回
※詳細は東住吉会館まで ※すべて 申込要

TEL

06-4399-９８５９

東住吉区社会福祉協議会

（田辺2-10-18 さわやかセンター）
TEL 06-6622-9582
FAX 06-6622-8973

●オレンジカフェ
さわやか介護者のつどい主催の、誰もが
気軽に過ごせる100円カフェです。
とき 4月4日
（木）13：00〜14：30
●パソコン何でも相談室「あなたのコン
ピュータは大丈夫？ セキュリティ講座」
とき 4月6日
（土）13：30〜15：30
●さわやかサタデー
「オカリナ演奏＆体験会」
とき 4月13日(土)14：00〜15：00
●ペットボトルキャップ分別会
とき 4月19日(金)14：00〜16：00
●ひがしすみよし・おもちゃ病院
ボランティアによる
『おもちゃ無料修理』の
病院です！
とき 4月27日(土) 13：30〜15：30
※部品代が必要なときもあります
すべて 無料 申込不要
会場はすべてさわやかセンターです

東住吉区老人福祉センター

（東田辺2-11-28）
TEL 06-6699-3000
FAX 06-6697-6686

申込要
●自然観察会について
シニア自然大学の会員のガイドで、日常は見
過ごしやすい公園内の草木や花に触れ、4〜5人
のグループに分かれ観察し、楽しく学びます。
と き 4月17日
（水）13：30〜15：00
と ころ 花博記念公園鶴見緑地（鶴見区鶴見緑地）
集合場所 鶴見緑地駅1番出口（長堀鶴見緑地線）
集合時間 13：10
定 員 30名
参加費 30円（保険料）※交通費は自己負担
申 込 4月2日
（火）10：00〜参加費を添えて
直接センターへ
無料 申込要
●笑いで健康に
と き 5月14日
（火）13：30〜15：00
定 員 80名
申 込 4月23日（火）10：00〜15：00まで電
話、
または直接センターへ
無料 申込要
●春の交通安全と防犯について
と き 5月15日
（水）13：30〜14：30
定 員 60名
申 込 4月24日（水）10：00〜15：00まで電
話、
または直接センターへ

センターご利用には
「利用証」
が必要です。
対象は市内在住の60歳以上の方。

平野区画整理記念会館

（中野2-7-16）
TEL 06-6702-0513
FAX 06-6702-0519

●屋内フリーマーケット及び飲食店
入場無料
（露店）
が大集結！
（第3回 Kukaku Festival）

とき 4月27日
（土）10：30〜15：00
フリマは屋内なので、雨でも心配な
し！ 一度遊びに来てください。
☆バルーンアートの体験教室や、おも
ちゃ病院、ミニチュアホースのふれあ
い会もあるよ(^ ^)／
※会館Twitterで色々配信しているの
でフォローお願いします

＠Kukaku58
【予告】5月25日、記念会館ホールに吉
本興業の芸人がやって来る！
！前売り券
近日発売☆

東住吉区のマスコットキャラクター「なっぴー」は、平成19年3月号の広報紙でデザインを募集、同年7月号で名前を募集して誕生しました。区の花である「なでしこ」をモチーフに生まれた
「なっぴー」は、元気な東住吉区の象徴です。区の広報紙やHP、行事などのあちこちで活躍中！「なでしこ」の「な」と「ピース（平和）」の「ぴー」で「なっぴー」です。

