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保健福祉課 2階28番
06-4399-9857

お知らせコーナー
個人市・府民税の申告受付を
延長しています
個人市・府民税の申告受付の延長を行っていま
す。新型コロナウイルス感染症拡大等の状況を踏ま
え、郵送による提出にご協力くださいますようお願
いします。
なお、3月17日 以降に個人市・府民税申告書を
市税事務所へ提出、または別途申告期限等の延長
が行われている所得税の確定申告書を税務署へ提
出された場合は、個人市・府民税の課税が、第2期
（8
月末納期限）
以降となることがありますのでご了承
ください。
あべの市税事務所 個人市民税担当
06-4396-2953
06-4396-2905

固定資産税・都市計画税（第2期分）の
納期限は、7月31日（金）です
市税の納付には安全・確実・便利な口座振替・自動
払込
（Webでの申込みもできます。）
をぜひご利用
ください。また、
クレジットカード納付
（Apple Payの
ご利用も可能です。）
、LINE Pay 請求書支払い、楽
天銀行アプリもご利用いただけます。
詳しくは大阪市 をご覧ください。
大阪市

市税

後期高齢者医療制度の新しい被保険者証と
保険料決定通知書を送付します
75歳（一定の障がいがあると認定された方は65歳）
以上の方に、令和2年度の被保険者証
（薄緑色）
を7月上
旬に送付します。現在の橙色のものは8月から使用でき
なくなります。なお、郵送時に不在の場合は郵便局に留
め置かれ、その旨のお知らせが投函されます。7月中に
届かなかった場合や郵便局の保管期限を過ぎた場合
は、窓口サービス課
（保険年金）
までお問合せください。
また、後期高齢者医療制度の保険料決定通知書
を7月中旬に送付します。保険料を年金からお支払
いいただいている方は、口座振替による納付方法が
選択できますので、
お問合せください。
窓口サービス課
（保険年金）
2階25番
06-4399-9956
06-4399-9947

国民健康保険高齢受給者証を更新します
大阪市国民健康保険に加入の70歳から74歳の方
に7月下旬までに新しい高齢受給者証を送付します。
現在のものは8月から使用できなくなります。7月
中に届かない場合は、窓口サービス課
（保険年金）
ま
でお問合せください。
窓口サービス課
（保険年金）
2階25番
06-4399-9956
06-4399-9947

納付

固定資産税・都市計画税
（土地・家屋）
については…
あべの市税事務所 固定資産税
（土地・家屋）
担当
06-4396-2957(土地)、2958(家屋)
固定資産税
（償却資産）
については…
船場法人市税事務所 固定資産税（償却資産）
グループ
06-4705-2941
口座振替・自動払込については…
船場法人市税事務所 収納管理グループ
06-4705-2931

介護保険料決定通知書及び
介護保険負担割合証を送付します
【介護保険料決定通知書について】
当年度の市町村民税等が決まりましたので、65歳
以上の方
（介護保険の第1号被保険者）
で、年金から
のお支払いにより保険料を納めていただいている方
に、
介護保険料決定通知書を7月中旬に送付します。
また、口座振替や納付書等で保険料を納めていた
だいている方には、4月に決定通知書を送付しました
が、保険料段階の変更や納付方法が年金からのお支
払いに変更となる方には改めて送付します。
【介護保険負担割合証について】
要介護・要支援認定を受けている方及び総合事業
の事業対象者の方全員に、8月から来年7月までの
期間の介護サービス等を利用したときの自己負担
割合
（1割から3割）
を記載した
「介護保険負担割合
証」
を7月中旬に送付します。
介 護サ ービス等を利 用する際に「
、介 護 保 険 被 保
険者証」
と併せてサービス提供事業者に提示をお願
いします。
保健福祉課 2階29番
06-4399-9859
06-6629-4580

老人医療（一部負担金相当額等一部助成）
医療証の更新
老人医療
（一部負担金相当額等一部助成）
医療証
（青色）
をお持ちの方に7月下旬までに新しい医療証
（黄色）
を送付します。
現在のものは8月から使用できなくなります。7月
中に届かない場合は、
お住まいの区の保健福祉セン
ター医療助成業務担当までお問合せください。

06-6629-4580

イベント・講座・募集
募集

大会出場チーム

■区民ソフトボール大会
日時／9月6日 7:30〜16：00
場所／平野白鷺公園運動場 種目／男子の部・女子の部
費用／1チーム 5，
000円 締切／8月7日
定員・対象／1チーム
（18名以内）
区内在住の20
歳以上の方
■区民ソフトバレーボール大会
日時／9月13日 9:30〜16：00
場所／東住吉スポーツセンター
種目／一般・女性・ファミリー・シニア
費用／1チーム 3，
000円 締切／8月14日
定員・対象／1チーム
（4〜8名以内）
区内在住・在
勤の12歳以上の方
（小学生不可）
申込／申込書を下記事務局へＦＡＸまたはメールで
送付してください。申込書・開催要項は から
ダウンロードできます。参加費は抽選会当日
に徴収します。
主催／東住吉区スポーツ・レクリエーション事業実行委員会
一般財団法人 大阪市コミュニティ協会
東住吉区支部協議会
06-6115-8236
06-6115-8260
higashisumi-komikyo@arion.ocn.ne.jp
イベント
[開催中止]

クラインガルテン広場からの
お知らせ

■クラインガルテン広場の開放中止について
毎月第4日曜日にクラインガルテン広場を開放し
ていましたが、当面の間、新型コロナウイルス感染
症拡大防止のため中止します。
■やさいづくり体験塾
（秋・冬コース）の中止について
例年行っております
「やさいづくり体験塾
（秋・冬
コース）
」
ですが、今年は新型コロナウイルス感染症
拡大防止のため中止とさせていただきます。楽しみ
にされていた方には大変申し訳ありませんが、
ご理
解のほどよろしくお願いします。
区民企画課 5階54番
06-4399-9908
06-6629-4564

東住吉

施 設 情 報
東住吉会館

（東田辺2-11-28）

06-6699-1100

06-6697-8080

申込要
■和風インテリア 一閑張り作り
日時／8月2日 10：00〜16：00
定員／40名
（先着順） 費用／1,300円
申込要
■少年少女空手教室
日時／8月22日〜9月26日 全6回
19：00〜20：00
対象／小学生
定員／20名
（先着順） 費用／3,600円
申込要
■夏休み 工作マジック『くるくる印刷機 』
日時／8月9日 13：30〜15：00
対象／小学生
定員／25名
（先着順） 費用／800円
申込要
■夏休み工作
ぶんぶんゼミ、タケコプター、ハリがねアート 作り
日時／8月1日 13：30〜15：30
対象／小学生
定員／25名
（先着順） 費用／700円
申込要
■音楽やゲームで学ぶ 体験ジュニア英語
日時／8月16、23日 2回
低学年13：00〜14：00、高学年14：10〜15：10
定員／各16名 費用／1,200円
※申込は電話・ファックス・来館にて

東住吉区社会福祉協議会

（田辺2-10-18さわやかセンター）

06-6622-6611

06-6622-8973

■ペットボトルキャップ分別会
日時／7月17日 14：00〜16：00
■さわやかサタデー
YOU・友・遊
（オカリナ演奏）
密集を防ぐために2回に分けて行います。
日時／7月11日
14：00〜14：25、14：35〜15：00
※すべて申込不要
※場所はすべてさわやかセンター

無料
無料

東住吉区老人福祉センター

（東田辺2-11-28）

06-6699-3000

06-6697-6686

無 料 申込要
■カラオケ大会
採点なしのカラオケ大会です。順位は決まりませ
んが、楽しく応援しませんか。
日時／8月23日 13：00〜15：30
場所／東住吉区民ホール
定員／歌う人30名
（先着順） 聞く人100名
対象／歌う人は市内在住60歳以上
聞く人はどなたでも可
申込／7月14日 10：00〜8月14日15:00。
直接センターへ
無 料 申込要
■サロン de なでしこ
みんなで楽しく折り紙で作品を作りましょう。普段
作らないような、珍しい、凝った折り紙が毎回人気
です。
日時／7月15日 13：00〜15：00
場所／老人福祉センター
定員／15名
（先着順）
申込／7月6日 10：00〜電話にて
無 料 申込要
■笑いで健康に
笑うことが健康のためになるお話をします。月1回
の人気講座です。
日時／7月14日 13：00〜15：00
場所／老人福祉センター
定員／20名
（先着順）
申込／7月6日 10：00〜 電話にて
※センターご利用には
「利用証」
が必要です
※対象は市内在住60歳以上の方

新型コロナウイルス感染症の影響により、
イベントや無料相談などが中止となる場合があります。詳しくはホームページなどでご確認ください。
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