
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。（9月7日（土）臨時休業）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）

戸籍や住民票等の証明書は郵送でもご請求いただけます。くわしくはHPをご確認ください。　
　　　　　大阪市郵送事務処理センター（大阪市役所内）  ☎6208-8832～8835郵送請求先
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広　告

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

問合せ 　保健福祉課 2階25番
☎6715-9973　FAX6712-0652

住民情報担当１Ｆ
窓口混雑状況予測について

※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）

【9・10月の混雑カレンダー】
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問合せ 　地域まちづくり課 4階44番
〒544-8501 生野区勝山南3-1-19
☎6715-9743　FAX6717-1163

申込み 住所、氏名、年齢、電話番号をご記載の上、郵
送またはFAXで　　　まで

締切り 9月30日（月）

と き 11月3日（日・祝）9：30～（受付9：00～）

期 間 9月21日（土）～30日（月）
運動の重点

スローガン

定 員 若干名
内 容 イベントの準備及び当日の運営

ところ 巽公園
対 象 興味のある方（60歳未満）

問合せ なんば市税事務所
市民税等グループ（軽自動車税担当）
☎4397-2954　FAX4397-2905

「みんなの掲示板」では皆さんからいただいた地
域に密着した情報を掲載しています。
掲載希望月の2ヶ月前の5日までにご連絡くださ
い。なお、紙面の都合で掲載できない場合もあり
ます。
※政治・宗教・営業活動に関する記事は掲載不可

無 料

無 料

「どこに相談にいったらいいかわからない」と
いった困りごとをなんでも相談できます。

弦楽四重奏による名曲の数々を、お楽しみく
ださい。ロビーではヴァイオリン体験コー
ナーも行います。※招待券が必要です。
※未就学児の入場はご遠慮ください。

問合せ なんでも相談いらっしゃ～い
☎080-3811-0650

と き 9月25日（水）
10:00～16:00（受付15:30まで）

ところ 生野区社会福祉協議会
2階ボランティアルーム
※区役所から場所が変更になりました

問合せ ふれあいトリオ事務局
☎03-6418-1008

締切り 9月21日（土） 締切日消印有効
出 演 カルテット・むーちょ

と き 10月12日（土）13:30開場 14:00開演

定 員 500名 対 象 区内在住の方
ところ プール学院 清心館（勝山北1-19-31）

「普通はがき」に代表者の氏名（ふりが
な）、郵便番号、住所、電話番号、人数
（代表者を含めて4名まで）を記入のう
え、下記まで。申込多数は抽選。当選者
の発表は招待券の発送をもって代え
させていただきます。
〒107-0062
東京都港区南青山5-9-12-504
ふれあいコンサート事務局

と き 9月15日（日）9:00～
ところ 生野スポーツセンター
参加資格  生野区内在住又は在勤の方
トリムの部･･･12歳以上（小学生は除く）で、
 　　 女性出場は2人以上　
シニアの部･･･50歳以上で、
 　　 女性出場は2人以上
女子の部･･･12歳以上（小学生は除く）の女性
ファミリーの部･･･小学生2人と30歳以上の
 　　      男女１人ずつ
 　　      （女性2人でも可）
参加費１チーム 3,000円
申込み 9月10日（火）までに　　　へ

なんでも相談いらっしゃ～い

問合せ 生野区ソフトバレーボール連盟
（担当：後藤） ☎6731-1492

市長杯
ソフトバレーボール大会
（生野区予選会）

問合せ 　企画総務課 4階45番
☎6715-9683　FAX6717-1160

地域情報

　保健福祉課 2階24番
☎6715-9882　FAX6712-0652

　地域まちづくり課 4階44番　☎6715-9020　FAX6717-1163

お近くの小学校でいろいろな体験・学びの場があるのを知っていますか？
小さなお子さんから年配の方まで、ひとりひとりが、それぞれの楽しみ方で「生涯学習ルーム」に参加されています。
気になるルームがあれば気軽に参加してみてください。

生涯学習ルーム一覧

招待券の
申込み

ふれあいコンサート

問合せ 　企画総務課 4階45番  ☎6715-9683  FAX6717-1160

無 料 要予約★印は全て●区役所での各種専門相談（対象：市内在住の方）
相談日内　容 時　間 受　付

司法書士相談
行政書士相談

社会保険労務士相談

就労相談

★法律相談（弁護士）
　※9月は第2火曜日の
　　実施はありません。

9月17日(火)
24日(火)

9月12日(木)
行政相談 9月18日(水)

9月19日(木)

不動産相談 9月  5日(木)
26日(木)

10月  3日(木)
9月20日(金)

9月11日(水)

税務相談 9月  6日(金)
10月  4日(金)

予 約 ☎6715-9683

当日電話予約（各16組・先着順）
9:00～16:00

15：00まで1階相談室前で受付
（先着順）
※待ち人数によっては、お断りす
る場合があります。

予 約 ☎0120-939-783
（月～金、10時～17時）

15：30まで1階相談室前で受付
（先着順）
※待ち人数によっては、お断りす
る場合があります。

13：00～16：00
1階相談室で実施

13：00～17：00
（1組30分）

13：30～16：00
1階相談室で実施
★16：00～17：00は
事前予約者のみ

くらしの相談

電話、FAX、 メールで　　　 まで

生活習慣病を防いで健康に暮らすために食生活を見
直してみませんか？料理未経験の方も大歓迎です。

各ルームの問い合わせについては

野良猫を地域の猫として地域の皆さんが主体となっ
て不妊去勢手術を行い適正に管理していく取り組み
を「街ねこ」活動といいます。
活動の要件は次のとおりです。
・3名以上(うち1人は地域住民)のグループを作ること
・地域の代表となる方の合意を得ること
・猫の不妊手術1匹につき、2,500円を負担いただくこと

（1）全国重点
○高齢者運転者の交通事故防止
○子供と高齢者の安全な通行の確保
○夕暮れ時と夜間の走行中・自転車乗車中の交通事
故防止
○全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正
しい着用の徹底
○飲酒運転の根絶
（2）大阪重点
○二輪車の交通事故防止

小さな手　上げたら大きな　赤信号
「横断歩道ハンドサイン運動」実施中！

わたしたちのまち「猪飼野」。大人じゃなく、こどもが
案内する「猪飼野ナビゲーター」をしてみませんか？
10月の本番に向けて、猪飼野についてよく知るため
のワークショップです。

学び 要申込無 料

定 員 15名
男性の料理教室問合せ 中央図書館自動車文庫

☎6539-3305  FAX6539-3336

移動図書館まちかど号巡回日

音訳ボランティア養成講座

・10月2日（水）
13：10～13：50 新巽東会館・老人憩の家（巽東4-11）
14：15～14：55 せいりょう巽北駐車場（巽北2-22）
・10月16日（水）
10：15～10：55 天理教葛上分教会（新今里5-3）

と き
ところ

問合せ 生野警察署　☎6712-1234

令和元年秋の全国交通安全運動

「街ねこ」活動について

軽自動車の取得者に課されている自動車取得税(府
税)は廃止となり、軽自動車（３輪・４輪以上）の燃費性
能等に応じて、納めて頂く軽自動車税の環境性能割
が導入されます。現行の「軽自動車税」は、名称が「軽
自動車税（種別割）」と変更されますが、納税方法に変
更はありません。

10月1日から軽自動車税の制度が
変わります

お知らせ

日 月 火 水 木 金 土

「区民レクリエーションのつどい」
（区民大運動会）
ボランティアスタッフ募集！

体験活動DO/CO（どこ）

ところ NPO法人クロスベイス事務所
（桃谷4-5-15　班家食工房2階）

対 象 小学4年生～中学3年生

定 員 20名（先着順）
対 象 区内在住の男性

と き 9月15日（日）14:00～16:00

ところ 区役所 ２階 栄養講習室
と き 10月11日（金） 10:00～13:00

内 容 講話と調理実習
協 力 生野区食生活改善推進員協議会
費 用 500円（調理材料費）

「猪飼野（いかいの）ナビゲーター」学習編！

申込み
９月13日（金）まで締切り

生野区持続可能なまちづくり活動支援事業 認定事業

問合せ NPO法人クロスベイス　☎・FAX6741-1123
メール crossbase.info@gmail.com

　　　まで直接または電話にて申込み
9月27日（金）締切り

問合せ

問合せ

定 員 10名（先着順）

ところ 生野区在宅サービスセンター「おかちやま」
（勝山北3-13-20）

と き 10月15日、29日
11月5日、12日、19日
いずれも火曜日 10:00～12:00 全5回

電話またはFAXで、氏名・住所・電話番号を添
えて、　　　まで
生野区社会福祉協議会 生野区ボランティア・
市民活動センター
☎6712-3101  FAX6712-3001

申込み

問合せ

要申込
申告書作成等で具体的な書類の確認が伴うなど電話
での相談が困難な場合については、所轄の税務署に
おいて面接相談をお受けしています。つきましては、
事前に電話で相談日時等のご予約をお願いします。

所轄の税務署に電話をかける。
　↓
音声案内に従い、「『２』税務署からのお尋ねや納付に
関するご相談（税務署にご用の方）」を選択する。
　↓
面接相談の事前予約である旨をお伝えください。
担当職員におつなぎします。

・10月1日から消費税軽減税率制度がはじまります
 ～事業者のみなさん
　　 軽減税率制度への対応には準備が必要です～
消費税軽減税率制度説明会を各税務署で開催して
います。説明会の日程は、国税庁ホームページをご覧
ください。
Q＆Aやインターネット番組
「Web-Tax-TV」も掲載しています。
　　　　　　　　　くわしくはこちら→

詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。

問合せ 生野税務署　☎6717-1231（代表）

生野税務署からのお知らせ

国税庁 検　索

・来署によるご相談は事前予約をお願いします！

事前予約の流れ

問合せ

問合せ

問合せ

問合せ

▶WEBでの申込みは
こちら

問合せ

ル ー ム 名 講　座　名

田島小学校
●茶道　　　　●民踊
●書道教室　　●ハワイアンフラ
●新河内音頭　●リズム健康体操

舎利寺小学校 ●英会話　●茶道　●ヨガ
●フラワーアレンジメント

生野南小学校

●生野南小コーラス
●絵手紙教室　●実用書道教室
●スリーアイズクラブ
●ビーズ教室　●祭囃子（まつりばやし）
●リズム体操　●料理同好会

巽小学校

●いきいき百歳体操
●絵画　　　●源氏物語ワールド
●書道　　　●社交ダンス
●日本舞踊　●手話コーラス
●パソコン教室「あすなろ」
●ワィワィクラフト（リサイクル手芸）

北巽小学校

●識字日本語交流教室
●詩吟　　　　●フラワーデザイン
●社交ダンス　●リズム体操
●トールペイント

西生野小学校
●ステンシル（型染め）
●卓球・スリーアイズ
●手作りアート

巽南小学校

●歌声広場（コーラス）
●新舞踊　●民踊（日本舞踊）
●ストレッチヨガ
●ソフトエアロビクス
●パッチワーク

巽東小学校

●アコ歌（アコーディオンの伴奏による歌）
社交ダンス● 水墨画　● ●日本舞踊

●ジュニアリズムダンス
●リズムダンス

ル ー ム 名 講　座　名
●太極拳　●たのしい書道
●たのしく歌おう
●短歌　　●フラワーデザイン
●早起き体操クラブ
●御幸森おやこ塾（親子体験活動）
●猪飼野おとな塾

●押し花　　●陶芸　●ヨガ

●コーラス　●手芸工房
●しゅんこうちぎり絵
●書道　　　●民踊

●うたごえ広場
●勝山民踊会　　●切り絵

●男の料理教室　●華道（いけ花）
●健康体操　●健康体操シニア
●コーラス　●ちぎり絵
●生花（嵯峨野流） 　 ●英語
●絵画　●韓国語　　●太極拳
●きもの着付け
●茶道
●絵手紙
●トールペイント
●ペン習字
●毛筆

●着付け　●切絵　●健康体操
●社交ダンス
●パソコン教室　●パッチワーク
●プリザーブドアレンジフラワー

●コーラス　●詩吟
●ちぎり絵　●書道
●ダンスサークル　初級
●ダンスサークル　入門

●健康体操教室
●東小路パソコン教室

北鶴橋小学校

御幸森小学校

鶴橋小学校

東桃谷小学校

勝山小学校

林寺小学校

生野小学校

中川小学校

東中川小学校

小路小学校

東小路小学校
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休

休

休
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休
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