
子ども・青少年が安心し、自信を
持って暮らせるまちづくりのため、アテネオリンピック銅メ
ダリストの中西悠子さんによる講演や区内の青少年に
関する現状の共有を行います。

ファミリー・サポート・センターは、「子育てを応援してほしい
人」 と 「子育てを応援したい人」を会員として、互いに子育
てをささえ合う事業です（有償）。センターのコーディネー
ターが、制度や利用方法などをお話します。知っておくだけ
でも安心感が違います。ぜひお気軽にご参加ください。

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）

★妊婦歯科健診

日 時 2月12日（水）・2月26日（水）
3月11日（水） 13:30〜16:00

問合せ 健康相談 2階24番 4809-9968

問合せ 子育て・教育 2階25番 4809-9850

問合せ 出張所（東淡路4-15-1） 6322-0731

問合せ 大阪府後期高齢者
医療広域連合給付課

4790-2031

問合せ 東淀川税務署 6303-1141

問合せ 梅田市税事務所（市民税等グループ）
4797-2953

★助産師による専門相談

保健福祉センター（区役所2階）で
実施します

日 時 2月4日（火）・3月10日（火） 14:00～15:30

日 時 2月3日（月）・3月2日（月） 13:20～13:35
※妊婦教室を受講する方は予約不要

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

日 時 2月17日（月）～3月16日（月）
9:15～16:00

日 時 3月3日（火） 18:30～21:00（開場18:00）
場 所 区民ホール（区役所3階）
内 容 ❶地域版保健福祉計画（井高野、新庄、豊新）報告会

❷研修会

日 時 3月1日（日） 10:00～
場 所 区民ホール（区役所3階）
内 容 ・こどもの生活に関する現状報告（東淀川区）

・区内地域団体の取組紹介
中西悠子さん講演会
「夢を叶えるために～アスリートとして、親として～」

講 師 川北秀人さん
   （IIHOE〔人と組織と地球のための国際研究所〕代表者）

対 象 区内在住・在勤・在学の方

定 員 150名

申 込 2月27日（木）までにメール、FAX、

場 所 梅田スカイビル タワーウエスト10階
アウラホール（北区大淀中1-1-30）

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

問合せ 地域 1階9番 4809-9509

●BCG接種

★所得税・復興特別所得税の確定申告

★確定申告はe-Taxで！

●個人市・府民税の申告

無料・予約不要

無料・予約不要

無料・予約不要

無料・申込不要

無料・申込不要

● 3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）
● 3月9日（月）  これから始まる赤ちゃんとのくらし
　　　　　　　　　※終了後にリサイクル衣料を提供します
● 3月23日（月）  お産のイメージづくり

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。

無料・要予約

無料・要申込

手続き
後期高齢者医療高額医療等の
申請勧奨通知を発送します

個人市・府民税、所得税等
の申告が始まります

非日常も日常も協働と住民自治で
地域を守り続ける為に

青少年育成区民大会を開催します

淡路にある「赤ちゃんの駅」　
出張所でひといきつけます

子育て情報講座
「一時保育とファミサポ」

日 時 2月13日（木） 11：00～11：30
場 所 東淀川区子ども・子育てプラザ ロビー

なし定員・一時保育
問合せ 子ども・子育てプラザ（区役所4階）

6327-5650

世帯内の後期高齢者医療制度の
加入者全員が1年間（平成30年8
月1日～令和元年7月31日）に支
払った医療保険と介護保険の自己
負担額の合計が、自己負担限度額
を超える被保険者の方は支給申請をすることにより
その超えた金額が支給されます。該当する方には3月
上旬に大阪府後期高齢者医療広域連合より申請勧
奨通知を発送します。書類が届いた方は、必要事項を
記入・捺印のうえ、同封の封筒で返送してください。

申告書は国税庁ＨＰで作成し、e-Taxで
送信又は印刷して郵送等で税務署へ
提出することができます。作成済みの還
付申告書は2月14日（金）以前でも提出
できます。

地域課題が深刻化・複雑化するこの日本において、
地域の安全安心をこの先どう守ればいいのか？当研
修会では区内3地域の保健福祉計画をきっかけに
「東淀川区の将来予測」と「今すぐにすべきことは何
か」について学びます。

阪急淡路駅・JR淡路駅に近い区役所出張所は、「赤ちゃ
んの駅」に指定されています。授乳室やおむつを替える
ベッドもあり、ゆっくり過ごしていただけます。常駐の保健師
による健康相談や、赤ちゃんの身長・体重も測定できます。
えほんコーナーもありますので、ぜひお立ち寄りください。

問合せ 住民情報 1階5番 4809-9963

適正な就学をお願いします
実際に住んでいない住所に住民登録をして就学すること
は、不適正な就学です。不適正な就学と判明した際は、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。

まちづくり・にぎわい

健 康

※土・日・祝を除く（ただし、2月24日（月・祝）、3月１日（日）は開設）
※混雑状況により早めに受付を終了する場合があります。

※各会場へは、公共交通機関をご利用ください

※所得税の申告に関する受付は行っておりません。

※臨時申告受付会場へのお問合せはご遠慮ください。

申告書は郵送でも提出できます。

大阪福島・西・浪速・西淀川・東成・東淀川・北・大淀・
東・南税務署の合同申告書作成会場を開設します。

事前申告
受付会場

申告受付
会場

9:00～17:30
（金曜は19:00

  まで）
※土・日・祝を除く

9:00～17:30
（金曜は19:00

  まで）臨時申告
受付会場 ※土・日・祝を除く

※出張所は
　9：00～12：15、
　13：00～17：30

窓口にて必要事項を記入のうえ、申込み

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

●認知症講演会

●糖尿病教室

場 所 区民ホール（区役所3階）

場 所 東淀川区医師会館 3階講堂（豊新2-3-7）

演 者 司法書士さとうE&Gオフィス代表司法書士
佐藤亮さん 定 員 300名（先着）

定 員 40名（先着）

日 時 2月8日（土） 14:00～16:00

日 時 2月12日（水） 14:00～

『これだけはやっておこう！認知症と財産管理
　～あなたと家族が安心してむかえるために～』

❶糖尿病と動脈硬化
　～血管年齢を若く保つために大切なこと～
❷いつまでも元気で生き生きと
　「今日からできる食事療法のコツ」

無料・要申込

申込・問合せ 医師会 6320-2226
詳しくはこちら▲

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）

・区役所4階
  401会議室

・区役所
  出張所
  （東淡路
    4-15-1）

2月3日（月）～
2月14日（金）

2月17日（月）～
3月16日（月）

2月17日（月）～
3月16日（月）

※税務署内には、申告書作成会場は開設しません。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。

無料・申込不要・手話通訳有

第2部

第1部

窓口状況が確認できます2

納期限は、 3月2日　  です月
★固定資産税・都市計画税（第4期分）、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
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