
まちづくり・にぎわい

東淀川区をもっと
よくしたい方を募集！
〜区政会議に参加しませんか？〜

手続き

問合せ 住民情報 1階5番 4809-9963

問合せ 住民情報 1階5番 4809-9963

（特別）児童扶養手当の現況届について

外国人住民のお子さんの
入学申請について

令和2年度に小・中学校へ
入学される方へ
～あの学校ってどんなとこだろう？～

令和元年11月分の児童扶養手当の支給を受ける母又は
父で、令和元年10月31日時点で「①これまでに法律婚をし
たことがない」かつ「②事実婚をしていないか、事実婚中だ
が相手の生死不明等」の要件を満たす方に特別給付金
（17,500円）が令和2年1月に支給されます。該当する方は
現況届提出時に申請してください。

お子さんの行動を理解
するポイントや対応への工夫について学び、お子さん
に合わせた接し方を一緒に考えます。

児童扶養手当、特別児童扶養手当を受給している方
は、下記の期間中に現況届をご提出ください。提出が
ないと継続して受給できなくなります。

区政会議とは、区民のみなさんのご意見
を区政に反映するための会議です。あなた
も身近な課題・アイデアを語り、区政につ
いて考えてみませんか？

8月中旬 に大阪市立の小・中学
校の入学申請書を送ります。入学
を希望する方は必要事項を記入
のうえ、区役所へ提出してください。また、入学を希望
する方は学校選択制の対象となりますので、下記掲
載の「あの学校ってどんなとこだろう？」（※学校公開・
説明会記事）も必ずご確認ください。

日 時 8月14日（水）～16日（金） 
場 所 区民ホール（区役所3階）

対 象 区内在住、在勤、在学の方

学校選択制により、校区以外の学校も選択できます。
各学校で9･10月に学校公開･説明会が開催されま
すので、ぜひご参加ください。詳細は9月上旬に配付
予定の「学校案内」又はHPでご案内します。

対 象 令和2年4月に小･中学校に
入学予定のお子さんの保護者
※子どもの同伴可。子どもだけの参加不可。

提出締切日
入学資格

9月30日（月）
小学校…2013年（平成25年）4月2日～
　　　　　2014年（平成26年）4月1日生まれの方

中学校…2020年（令和2年）3月に
　　　　  小学校卒業見込みの方

問合せ 地域 1階9番 4809-9509

東淀川みらいEXPO
「な～るほど！THE 地域活動」
「東淀川みらいEXPO」は、組織や立場を超えて区の未来
について話し合う交流の場です。今回は「地域活動」を
テーマに、区内17地域の自慢の活動をまとめたフォトムー
ビー上映や、独自の活動をしている地活協の方による事例
紹介を行います。どなたでもお気軽にご参加ください。

日 時 8月7日（水） 18：45～21：00（開場18:15）
場 所 区民ホール（区役所3階）
内 容

申 込

申込・問合せ 8月30日（金）までに
健康相談 2階24番

10名（先着順）定 員

問合せ 総合企画 1階10番 4809-9908

問合せ 保険年金 1階 6番 4809-9956

国民健康保険料の軽減・減免について
世帯に所得の不明な方がいる場合は、国民健康保
険料の軽減（7・5・2割）及び減免を受けられません。
前年の所得を申告されていない方のいる世帯へ「国
民健康保険料のための所得申告書」を7月に送付し
ていますので、税の申告が不要な場合でも、国民健
康保険にかかる所得の申告をしてください。申告書を
提出されない世帯の方には、「大阪市国民健康保険
料コールセンター」から電話で提出を呼びかけます。

子育て・教育

日 時 13：30〜15：30

持ち物 母子健康手帳・冊子「わくわく」

★Hello！マタニティクラス（妊婦教室）

日 時 ８月5日（月）、9月2日（月） 13:20～13:35

★妊婦歯科健診

日 時 8月14日（水）、8月28日（水）、
9月11日（水）  13：30〜16：00

問合せ 健康相談 2階24番 4809-9968

★助産師による専門相談

保健福祉センターからのお知らせ

ペアレント・トレーニング講座　
発達障がいのお子さんとのより良い接し方

日 時 8月13日（火）、9月10日（火） 14：00～15：30
対 象 生後12か月未満 （1歳の誕生日の前日まで）

※標準的な接種期間:生後5～8か月
持ち物 予防接種手帳・母子健康手帳
問合せ 保健企画 2階22番 4809-9882

●BCG接種 無料・予約不要

無料・予約不要

無料・予約不要

要予約

要申込

無料・要申込

無料・要申込・全6回

●9月2日（月） あたらしい命を迎えるために（妊婦歯科健診・無料）
●9月9日（月）  これから始まる赤ちゃんとのくらし
●9月30日（月）  お産のイメージづくり

※妊婦教室受講者
は予約不要

進学をあきらめないで！ 高校等への
進学向け奨学金等制度説明会

日 時 9月3日（火） 14：00～15：00
場 所 東淀川区民会館 会議室1（東淡路1-4-53）

対 象 中学校3年生の生徒・保護者等
問合せ 市教育委員会事務局

学校経営管理センター
6115-7641
6115-8170

高等学 校 等への 進学に向 けた、各種 奨学金 制度
及び就学支援金等についての説明会・相談会です。

無料・申込不要

無料・申込不要
学校選びの参考に！
高校等進学説明会

日 時 8月31日（土） 10:00～16:00
場 所 区民ホール（区役所3階）

対 象 保護者・生徒など関心のある方

公立・私立高等学校など、約60校がブースを設置し、
教育方針・特色・入試・学校生活・卒業後の進路など
を説明します。

6327-1970 tm0011@city.osaka.lg.jp

遠くの親戚より、
近くの町会

問合せ 地域課 1階 9番

詳細は
こちら

4809-9603

～助け合い、つながりを
　つくります～

対 象 詳細は該当する方へ通知します。期間中に
提出できない方は8月30日（金）までに区役
所にお越しください。

●未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金

小学校・中学校への入学について、手紙を送ります。
わからないことは、電話してください。

しょうがっこう ちゅうがっこう にゅうがく てがみ

でんわ

おく

申 込 8月26日（月）までに応募用紙（区HP）に必要事
項を記載し提出（郵送・メールも可） ※面接あり

開催時間 平日19:00～21:00（予定）

募集人数 6名程度

開催回数 約5～6回/年（予定） ※別途学習会あり

任 期 令和元年10月1日～令和3年9月30日

8月5日（月）17:30までに申込用
紙に必要事項を記入のうえ、メールかFAX

①開会式（挨拶・趣旨説明） ②地域活動フォト
ムービー上映会 ③地域活動事例紹介・意見交換会 
④閉会式（全体共有・アンケート等） 50名程度定 員

抱っこやオムツの替え方などの育児体験ができます。

妊娠・出産・授乳・卒乳などお気軽にご相談ください。

日 時 ①9月27日 ②10月11日 ③10月25日
④11月8日 ⑤11月22日
⑥令和2年1月31日
いずれも金曜 10:00～12:00

場 所 区役所2階 多目的室
講 師 エルムおおさか 地域サポートコーチ

区内在住で以下のすべてに該当する方対 象

4809-9968

場 所 保健福祉センター（区役所2階）

▲区政会議
　の内容

▲募集内容

※申請には戸籍謄本（費用は自己負担）が必要

子育て 2階25番
問合せ

児童扶養手当：

特別児童扶養手当：

4809-9856
障がい者 2階27番 4809-9844

問合せ 子育て・教育 2階 25番
6327-28404809-9850

※託児はありません。お子さんの同伴はご遠慮ください。

❶ 発達障がいもしくは疑いのある4・5歳児の子ども
の保護者（平成25年4月2日～平成27年4月1日生） 

❸ エルムおおさか主催のペアレント・トレーニングを
受けたことがない

❷ 全日程の参加が可能 

窓口状況が確認できます2

納期限は、 9月2日　です月
★個人市・府民税（普通徴収・第2期）、国民健康保険料、
　後期高齢者医療保険料、介護保険料の

1階窓口サービス課のお待ち人数などがホームページで確認できます！ぜひご活用ください。

納期限のお知らせ 納付には口座振替・
自動払込が便利です

広報
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