広報

国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料の納期限は、

納期限のお知らせ

11月30日（月）
です。期限内納付にご協力をお願いします。

令和2年 11月｜No.294

「第３回東淀川まちゼミ」開催！

手続き
区役所以外でも住民票や戸籍の
証明書が取得できます！
最新の住民票の写しなど一部の証明書については、
大阪市サービスカウンター、東淀川井高野郵便局で
も受付しています。
大阪市郵送事務処理センターでは、郵送での住民票
や戸籍の請求を受付しています。
「マイナンバーカード」
をお持ちの方は、全国のコンビ
ニでも請求できます。
★区役所等の窓口や郵送よりコンビニで取得される
ほうが、手数料が安くなりますので、
ぜひご利用ください。

c 住民情報 1階 番
a４８０９-９９６３

郵送等
活用ＨＰ

※案内チラシは区役所・参加店で配布しています。

c 東淀川まちゼミ実行委員会
担当：岩久保（白十字薬局）a 6320-1546
東淀川まちゼミ

無料
要申込

空家等に関する対処策や利活
用に関するセミナーを３区合同
（城東区、都島区、東淀川区）
で
開催します。セミナー後、ご希
望の方には専門家による個別
相談会を行います。
日時 １２月５日
（土）
【セミナー】
１０
：00〜１１
：00
１１
：
１５〜１１
：
４５
【個別相談会】
場所 城東区役所３階会議室
（城東区中央3‑5‑45）
定員 【セミナー】
３０名
（先着順・要申込）
１０組
（１組３０分・先着順・要申込）
【個別相談会】
相談会のみの参加不可
申込期間 １１月６日
（金）
〜２０日
（金）
申込方法 住所・氏名・電話番号・参加人数・個別相談会
への参加希望の有無
（有の場合は相談内容）
を記入のうえ、電話・FAX・メール
※詳しくは、区役所で配布する案内、またはHP
をご覧ください。

f・c 城東区役所 市民協働課
a6930-9734 b6931-9999
gtq0002@city.osaka.lg.jp

無料

要申込

コロナ禍の状況も踏まえたBCPの基礎を学びます。
日時 11月27日
（金）
15：30〜17：00
場所 Microsoft Teamsによるオンライン参加、
または304会議室
（区役所３階）
での会場参加
対象 区内企業・事業所
定員 【オンライン】
200名
（先着順）
【会場】15名
（先着順・１組織２名まで）
申込 11月11日
（水）
までに、区HPまたは区役所で配
架中のBCPアンケート兼申込書を記入のうえ、
提出してください。

c 地域 1階 番
a 4809-9825 b6327-1970
gtm0011@city.osaka.lg.jp
（メールでの申込の際は、件名に
「ＢＣＰ学び
の場申込」
と入力してください）

〜子育てのこと、誰かにお話しできていますか？〜
「子育てがうまくいかない」
とイライラしたり、一人で
悩みを抱え込んだりしていませんか。多くの親がそう
した思いを持ちながら子どもに向き合っています。あ
なた一人ではありません。ぜひご相談ください。

〜児童虐待防止キャンペーン〜

今年もオレンジリボンツリーを作りましょう！
オレンジリボンのオレンジ色は
「子どもたちの明るい
未来を示す色」
として選んだと言われています。オレ
ンジリボンのオレンジ色によりたくさんの皆さんの心
に明るさと暖かさが届きますように、来庁者の皆さん
のメッセージカードでツリーをいっぱいに
しましょう。ご協力をお願いします。
期間 11月2日
（月）
〜30日
（月）
場所 保健福祉課ロビー
（区役所2階）

c 子育て支援室 2階

保護者や地域住民等が連携し、学
校の運営に参加するとともに、保護
者等の意向を反映するため、すべて
の学校園に必ず学校協議会が置かれています。
各小中学校では年３回学校協議会が開催されており、
１１月頃には本年度第２回目が開催されます。
第２回の学校協議会では、校園長から学校の自己評
価(中間評価)結果の説明を受け、学校関係者評価(中
間評価)を行います。どなたでも傍聴ができますので、
開催日時や傍聴の手続きなどは各学校
にお問い合わせください。
※新型コロナウイルス感染症拡大防止対策とし
て、傍聴ができない場合があります。詳細に
ついては各学校へお問い合わせください。

c 子育て・教育 1階
a 4809-9807

番

●BCG接種
日時
対象

無料 予約不要

11月10日
（火）
・12月８日
（火）
14：00〜15：30
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
予防接種手帳・母子健康手帳

c 保健企画 2階

番

a4809-9882

●プレママパパのためのマタニティクラス
（妊婦教室）
無料 要予約
歯科・栄養
（妊婦歯科健診・無料）
12月14日
（月） 子育て準備
1月25日
（月）
お産にむけて
13：30〜15：30
持ち物 母子健康手帳・筆記用具・冊子
「わくわく」
・
みのりBABYファイル
※ のみ普段使っている歯ブラシ・手鏡
無料 要予約
●妊婦歯科健診
日時

12月7日
（月）

11月2日(月)・12月7日(月)14：15〜14：30
無料 予約不要
●助産師による専門相談
妊娠・出産・授乳・卒乳などお気軽にご相談ください。
日時 11月11日
（水）
・11月25日
（水）
・12月9日
（水）
13：30〜16：00
日時

c 健康相談 2階

番

知力、体力、チームワークを駆使して、
東淀川区中学生クイズ王をめざそう！
日時 12月６日
（日）
９
：45〜
（９
：30集合）
場所 区民ホール
（区役所３階）
詳細はこちら
対象 区内在住・在学の中学生
定員 １チーム２〜３名
申込 11月6日
（金）
までに区青少年指導員連絡協議
会HPから申し込み
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、開催方法の
変更や中止となる場合もありますので、詳しくは区青少年
指導員連絡協議会HPをご確認ください。

c 子育て・教育 1階

a4809-9968

番

a 4809-9807

健康

東淀川区の
学校協議会HP

保健福祉センター
（区役所２階）
で
実施します

a4809-9854

番

第6回中学生ウルトラクイズ大会の
参加チーム募集

開かれた学校運営をめざして
「学校協議会」

持ち物

コロナ禍を踏まえたBCP策定を
考えてみませんか？
〜オンラインでも参加できます〜

検索

子育て・教育

まちづくり・にぎわい
空家で悩まないための知恵
−空家の管理・活用と予防策ー

お店の方が講師となり、プロなら 無料 要申込
ではの
「コツ」
「 使い方や考え方」
などを無料で教えて
くれる少人数制の講座です。
１講座30〜90分程度で
わかりやすく、気軽にご参加いただけます。
日時 11月1日
（日）
〜30日(月)※お店により異なる
場所 区内の各参加店
定員 各回、
1名〜10名
（先着順）
※講座により異なる
費用 講座により材料費が必要な場合あり
申込 講座をする店へ直接電話

「重大な児童虐待ゼロに向けて」
子育て ひとりでがんばり過ぎていませんか？

健康づくり教室 健康啓発講演会
１１月１４日
（土）
14：00〜
無料 要申込
区民ホール
（区役所3階）
演題 「知って備える、心臓病 −予防から最新治療まで−」
演者 淀川キリスト教病院 循環器内科主任部長
高石 博史 先生
内容 主な心臓病について解説し、病気の認識を高
めていただき、皆さんの健康に少しでもお役に
立てればと考えます
申込 区医師会まで電話
（a 6320-2226）
定員 150名
（先着順）
・マスク着用・アルコール消毒
と体温チェック有
日時

場所

c 医師会

a6320-2226

元気応援リーダー養成講座

無料

要申込

自宅や地域の皆さんで簡単に取り組める健康づくり
や介護予防について学んでみませんか。
内容 生活習慣病・歯の健康・栄養・運動
4回の連続講座です。
日時 ①12月7日(月)
②12月9日(水)
③12月14日(月) ④12月17日(木)
10：00〜12：00
場所 保健福祉センター(区役所2階)
対象 区内在住 4回連続で受講できる方
定員 15名
（先着順） 申込 電話または来所
※感染症等の動向により、講座の内容変更や開催が中止に
なる場合がありますのでご了承ください。

c 健康相談 2階

番

a 4809-9968
広告

2

窓口サービス課
（1階）
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。

