
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、
11月30日(水)です。期限内納付にご協力をお願いします。納期限のお知らせ

1階窓口サービス課のお待ち人数などがHPで確認できます！ ぜひご活用ください。
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手続き

子育て・教育

保健福祉センターで実施します

11月８日（火）14：00～15：00
生後5か月から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

g保健企画 2階22番　a4809-9882

BCG接種（区役所2階） 無料 予約不要
日時
対象

持ち物

g健康相談 2階24番　a4809-9968

12月5日(月)13：30～13：45
妊婦歯科健診 無料 要予約
日時

助産師による専門相談 無料 予約不要
妊娠・出産・授乳・卒乳などお気軽にご相談ください。

11月9日（水）・30日（水）13：30～16：00日時

3つのコースABCで開催し
ています。日程についてはHP
をご確認いただき、予約開始
日以降に下記電話番号よりご
予約ください。

A歯科・栄養（妊婦歯科健診　　 ）
B子育て準備（保健師）
Cお産にむけて（助産師）
いずれも13：30～15：30
母子健康手帳・筆記用具・
冊子「わくわく」・みのりBABYファイル
※Aのみ普段使っている歯ブラシ・手鏡

無料

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

内容

持ち物
日程は
こちら

まちづくり・にぎわい

ふらりと遊びに来ませんか？
第6回 東淀川区障がい者
スポーツフェスティバル

無料
要申込

障がい者スポーツの紹介や体験を通して、体を動かし
心身のリフレッシュを図り、障がいの有無に関係なく、
みんなでわいわいと楽しいひと時を過ごしませんか？

１１月１４日（月）１３：３０～１５：００
区役所３階 区民ホール
６０名（先着順）

※コロナウイルス感染拡大により、中止になる可能性も
あります。

g東淀川区地域自立支援協議会
（事務局：東淀川区障がい者基幹相談支援
センター：Flat・きた）
a６３２５-９９９２　b４３０７-３６７３

日時
場所
定員

重大な児童虐待ゼロに向けて
今年もやります！
みんなでオレンジリボンツリーを作ろう！
子ども虐待防止のシン
ボル、オレンジリボンの
オレンジ色は、子どもた
ちの明るい未来を表し
ています。次代を担う子どもたち
が健やかに育つよう願いを込め、
来庁者みな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。ぜひご参加ください。

11月1日(火)～30日(水)
区役所1階 正面玄関ホール

g子育て・教育 2階25番　a4809-9854

期間
場所

スマートフォンの操作に慣れていない・触ったことがな
い方が、スタッフにサポートしてもらいながら、基本操
作を始め、マップやカメラ機能、LINEアプリの使い方
などを学べる入門講座です。

11月28日（月）【午前の部】10：30～12：30
【午後の部】14：00～16：00

区役所3階 301・302会議室
スマートフォンの基本操作を学びたい方
各回20名（先着順）
来所・電話で、11月22日（火）までに申し込み。

g総務 3階31番　a4809-9625

日時

場所
対象
定員
申込

手ぶらでOK！！
スマホデビューしてみませんか？
初めて触る！スマートフォン体験講座

無料

新型コロナウイルス感染症感染拡大を受け、中止となっ
た第48回東淀川区民まつりで予定していた区内の小・
中・高・大学生・地域団体及び区役所職員が出演するス
テージ発表を「コロナに負けるな！東淀川～区民ステー
ジ～」と題し開催します。吹いて踊って叩いて！区民の区
民による区民のためのステージをぜひご覧ください。

11月13日（日）13：00～（予定）
区役所３階 区民ホール

※自動車でのお越しはご遠慮ください。
g地域 1階9番　a4809-9734

日時
場所

「コロナに負けるな！ 東淀川
～区民ステージ～」を開催します

お使いの薬をジェネリック医薬品に
変えてみませんか
ジェネリック医薬品（後発医薬品）は新薬（先発医薬
品）の特許が切れた後に製造販売される、新薬と同一
の有効成分を同一量含み、同等の効能・効果を持つ医
薬品です。ほとんどのジェネリック医薬品は、先発医
薬品より価格が安いため、自己負担額を軽減すること
ができます。服用されている薬をジェネリック医薬品
に切り替えた場合の差額についてはご自宅に送付し
ています「ジェネリック医薬品に関するお知らせ」でご
確認いただけます。なお、ジェネリック医薬品を希望さ
れる場合は、医師や薬剤師に事前にご相談ください。
g福祉局生活福祉部保険年金課給付グループ

a6208-7967

区内のお店で気になる
ことを学べるチャンス！
「第5回東淀川まちゼミ」開催！

無料 要申込

お店の方が講師となり、プロならで
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。

11月1日（火）～30日(水)※お店により異なる
10月26日（水）

区内の各参加店
各講座10名程度（先着順）※講座により異なる
講座により材料費が必要な場合あり
講座をする店へ直接電話

※案内チラシは区役所・参加店で配布しています。
g東淀川まちゼミ実行委員会
担当：岩久保（白十字薬局）
a6320-1546

日時
受付開始
場所
定員

申込
費用

東淀川まちゼミ

第7回 障がい者との交流フェスタ
「みんなで和っしょい！」
区内の障がい関係の施設や事業所、
団体が一堂に会して、舞台発表や模
擬店などに取り組むことによって、楽
しい一日を過ごし、交流と親睦を深
めるイベントです。障がいの有無や
年齢を問わず、幅広い方々のご参加
をお待ちしています。

１１月５日（土）１１：００～１５：００
多幸公園（豊新２‒８）

※コロナウイルス感染拡大により、中止になる可能性も
あります。

g東淀川区地域自立支援協議会
（事務局：東淀川区障がい者基幹相談支援
センター：Flat・きた）
a６３２５-９９９２　b４３０７-３６７３

日時
場所

たこう

無料 申込不要

空家等に関する対処策や利活用に関
するセミナーを2区合同（城東区、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。

１１月２６日(土)【セミナー】１０：00～１１：00
【個別相談会】１１：１５～１１：４５

城東区役所３階 ３１１会議室
（城東区中央3-5-45）
【セミナー】３０名（当日先着順・申込不要）
【個別相談会】（１組３０分・要事前申込）
※申込多数の場合は、先着順となります。
【個別相談会】窓口・電話・FAX・メールで、住
所・氏名・電話番号・参加人数・相談内容を記入
のうえ、１１月１日（火）～１１日（金）に申し込み。

j・g城東区役所 市民協働課
（防災・防犯）

a6930-9734
b6931-9999
etq0013@city.osaka.lg.jp

日時

場所

定員

申込

空家セミナー・個別相談会
空家で悩まないための知恵
－空家の管理・活用と予防策ー

詳しくは
こちら

「東淀川区BCP学びの場」を
開催します 無料 要申込

初めての方でも大丈夫！有事に備えBCPを策定しま
しょう！
防災専門家からBCP（災害などの緊急事態における
企業や団体の事業継続計画）の基礎を学び、BCP策
定演習等のグループワークを行います。

12月21日（水）14：00～17：00
区役所３階 区民ホール
区内企業・事業所
50名（先着順）
区HPまたは区役所で配架中の申込書に記入
のうえ、11月30日（水）までに申し込み。

g地域課 1階9番
a4809-9825　b6327-1970
e tm0011@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）

日時
場所
対象
定員
申込

11月7日（月）～11日（金）
かみしんプラザ（大隅1-6-12）

11月15日（火）
東淀川区老人福祉センター（淡路4-1-6）

11月16日（水）
井高野福祉会館（北江口2-4-8）

11月17日（木）・18日（金）
大阪トヨタ 吹田店（下新庄6-9-22）

11月22日（火）
コナミスポーツクラブ 上新庄（上新庄2-24-24 南阪急ビル 2階）

11月24日（木）・25日（金）
大阪市立青少年センター（KOKO PLAZA）（東中島１-13-13）

11月29日（火）・30日（水）
区役所出張所（東淡路4-15-1）

11月1日（火）・2日（水）
東淀川産業会館（豊里2-24-2）
11月の出張申請窓口のお知らせ

a４４００-１８５６

出張申請窓口の
予約・お問合せ先【 】 詳しくは

こちら

マイナンバーカード

gマイナンバー 1階4番　a4809-9828

電話かwebで事前の予約が必要で
すが、予約なしでも当日の空き状況
次第では受付可能です。
●新規申請のみ　●無料でご自宅へ郵送

顔写真
撮影無料

いずれも
10：00～16：00

開設時間


