
「地域とつながりたい」「CSR（企業の社会的責任）で
地域に貢献したい」などのご相談も受け付けています。

区政会議は、区政について、委員から直接ご意見や評
価をいただく場です。

生野区区政会議の委員を募集中！

生野区持続可能なまちづくり活動
支援事業　認定事業

「生野区西部地域の学校跡地を
核としたまちづくり構想」を
策定しました。

こころと絆プロジェクト

～あなたの意見を区政に生かしてみませんか～

「ごはんや」
地域での居場所づくりに取り組んでいます。ロコモコ
丼を囲んで、みんなで楽しくランチ会しませんか？
こどもから大人まで、どなたでもご参加ください。

「ごはんや」

生野区役所では、学校再編に伴う学校跡地を残し、
地域の活性化につなげる「生野区西部地域の学校跡
地を核としたまちづくり構想」について4月17日から
5月17日までパブリック・コメントを実施し、皆さま
からいただいたご意見等を踏まえ、「生野区西部地
域の学校跡地を核としたまちづくり構想」を策定しま
した。「生野区西部地域の学校跡地を核としたまちづ
くり構想」については生野区ホームページからご覧い
ただけます。

新しい老人医療
（一部負担金相当額等一部助成）
医療証を送付します

老人医療（一部負担金相当額等一部助成）医療証（黄
色）をお持ちの方に７月下旬までに新しい医療証（青
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
に届かなかった場合は、お問い合わせください。

生野区さとおや講演会＆
パネルディスカッション

家庭のさまざまな事情で保護者と離れて暮らさなけ
ればならないこどもが数多くいます。こうしたこども
たちを深い愛情と理解をもってご家庭で育ててくだ
さる方を「里親」といいます。この里親が今社会で求
められています。今、なぜ、さとおやなのか、一緒に考
えませんか。

やさしい心理学体験

安心して活動していただくための基礎研修
（受講必須）

映画のつどい

バウムテスト（樹木画）の体験を通して、心理学にふれ
てみませんか。心理カウンセラー（認定心理士）とお
茶を飲みながらゆっくりお話を聴く時間を用意してい
ます。お子さん連れＯＫ。要予約。

※地域ティーチャーのみの方は、受講不要

お知らせ

日 月 火 水 木 金 土

対 象 ・満18歳以上（2019年10月１日現在）で区内
に在住・在勤・在学であり、国、または地方公
共団体の議員、本市職員、本市の審議会など
の委員でない方
・年数回程度、主に平日夜間に開催する会議に
出席できる方

対 象 個人、団体、企業等

任 期 ２年間（2019年１０月１日～2021年９月３０日）
役 割 主に平日夜間に開催される会議（部会含む）に

参加し、区政運営や区役所の施策・事業等につ
いて意見を述べ、評価を行う

募集人員 若干名

選考方法 書類審査及び面接 【８月２日（金）夜間（予定）】

受付方法 問合せまで電話またはホームページにて
http://www.city.osaka.lg.jp/ikuno/page/
0000415149.html

活動内容・児童生徒の見守り（自主学習会、学校行事、部
活動（中学校のみ）、校庭開放、登下校の見守り
・授業の支援（新入学生（小学校のみ）、実習等
の支援）
・課外活動等の支援（給食時、緑化の活動）　
・学校図書館開館等の支援
•地域ティーチャー

応募条件 満18歳以上
活動時間 要相談（わずかな時間でも結構です）
活動時期 9月～随時活動予定

受付時間 月～金 9:00～17:30（土日祝、年末年始除く）
※詳しくはホームページをご覧ください。

無 料

無 料

無 料 要予約

無 料 要予約

環境学習推進事業
夏休みリサイクル工作教室

キューブビュンビュンゴマを作ろう！

問合せ（財）環境事業協会（担当：和田）
 ☎6121-6407

※小学生以下は必ず保護者同伴で参加

と き 7月24日（水）13:30～15:30（この間自由に参加可）
ところ 区役所１階　区民交流スペース「いくみんの庭」
講師 なにわエコクラブのみなさん
定員 30名（当日先着順）

無 料

生野区区政会議について詳しくはこちら↓

生野区区政会議 検　索
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休

休

休

休 休
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休

休休

大阪市サービスカウンター（SC）では、土・日・祝日も戸籍、住民票等の証明書をお取りいただけます。取扱い時間はお問合せください。
●天王寺SC（あべちかB1 ☎6773-0874）　●梅田SC（ディアモール大阪B1 ☎6345-0874）　●難波SC（地下鉄なんば駅構内B1 ☎6211-0874）

2019年7月号

問合せ

申込み

　窓口サービス課 １階４・５番
☎6715-9963　FAX6715-9110

住民情報担当１Ｆ
窓口混雑状況予測について

企業やＮＰＯからの市民活動に
関する相談を受け付けています

7月は強調月間です。
第69回「社会を明るくする運動」

小学校・中学校でボランティア活動
をしていただける方を募集します

※実際の混雑状況と異なる場合がありますのでご了
承ください。
※生野区公式ツイッターでは定期的に待ち人数を配
信しています。

…混雑 …比較的すいてる
…閉庁日
…大変混雑

…延長窓口（19時まで）

【7・8月の混雑カレンダー】
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募集要項を確認のうえ、指定の応募用紙に応
募の動機など必要事項を記入し、下記あてに
持参または送付
〒544-8501 生野区勝山南３－１－１９
　企画総務課（区政会議担当）

応募要項および応募用紙はこちら→
※応募用紙は区役所でも設置して
　います。

申込み 電話、直接窓口、郵便（住所・名前・
生年月日・電話番号・希望する活
動内容）、電子申請のいずれかで
（QRコードから）

締切り７月23日（火）必着

内 容 ①法務省作成DVD
　「ボクの居場所」30分
②式典　30分
③映画上映 
　「あん」113分
　主演：樹木希林、
　　　  永瀬正敏

定 員 400名

と き 7月9日（火） 17:30から（開場17:15から）
※警報等発令時は7月16日（火）に順延

ところ リゲッタIKUNOホール
（生野区民センター内）

内 容 パネルディスカッション
（コーディネーター）
生野区長 山口 照美
（パネリスト）
・認定NPO法人児童虐待防止協会 理事長 津崎 哲郎
・児童養護施設田島童園 園長 下川 隆士
・生野区在住 現役里親

講 師 認定NPO法人児童虐待防止協会
理事長 津崎 哲郎

と き 7月30日(火) 14：00～16：00
ところ 児童養護施設田島童園 ホール（林寺5-11-24）

と き 7月6日（土）12:00～
ところ 瑞光寺（生野西3-7-6）
と き 7月6日（土）12:00～
ところ 瑞光寺（生野西3-7-6）

と き 7月27日（土）9:30～13:00（最終入場12:30）
ところ 愛信保育園

と き 8月8日（木）14:00～15:30
ところ 生野区役所 502会議室

問合せ 　企画総務課 4階46番
☎6715-9625　FAX6717-1160

問合せ こころと絆プロジェクト 神原（かんばら）
☎080-6176-5757
メール:makomako4367@gmail.com

問合せ 　地域まちづくり課 4階44番
☎6715-9059　FAX6717-1163

問合せ 　地域まちづくり課 4階44番
☎6715-9919　FAX6717-1163

問合せ 　保健福祉課 2階21番
☎6715-9857　FAX6717-9967

締切り 7月31日（水）
問合せ 　地域まちづくり課 4階43番

☎6715-9920　FAX6717-1163

問合せ 社会を明るくする運動実施委員会　
　地域まちづくり課内
☎6715-9080　FAX6717-1163

申込み

問合せ

下記まで電話かFAXで
子ども・子育てプラザ　☎・FAX 6752-8000

定 員 50名(先着)

　保健福祉課 2階21番
☎6715-9024　FAX6715-9967

今、なぜ さとおや？


