
2020年1月号

●生野区の面積:8.37k㎡ ●人口:129,641人 ●世帯数：67,346世帯（令和元年12月1日現在）
●広報いくのは71,500部を発行し、1月号1部あたりの発行単価は約18.3円です。そのうち約2.6円を広告収入で賄っています。

問合せ 　保健福祉課 2階24番
☎6715-9882  FAX6712-0652

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

ところ 区役所 2階201会議室
申込み 1月20日（月）までに　　　へ

と き 1月21日（火） 受付13:30～13:50

問合せ 　保健福祉課 2階24番
☎6715-9882　FAX6712-0652

要予約無 料

要申込

妊婦歯科健診

対 象 乳幼児と保護者
と き 1月14日（火）10:30～11:30

ところ 区役所 ２階 集団検診室
内 容 離乳食の進め方について お話と調理実演

と き 1月22日（水）14:00～ ※予約不要

問合せ 　保健福祉課 2階24番
☎6715-9882　FAX6712-0652

無 料離乳食講習会

無 料

問合せ 　保健福祉課 2階23番
☎6715-9968  FAX6712-0652

問合せ こども青少年局 子育て支援部こども家庭課
☎6208-8034　FAX6202-6963

対 象 区内在住の妊婦及びその配偶者

対 象 市内にお住まいの方で、未成年のこどもがいる
父母（下記のどの区役所でもご相談いただけます）

区役所 ２階集団検診室

持ち物 冊子「わくわく」・母子健康手帳・筆記用具

ところ

月1回の全3回コースで開催しています。
どの回からでも参加できます。

大人も絵本と出会って「心に栄養」を！
交流することで絵本の世界がさらに広がります。
Yosugaには絵本がたくさんあります。
貸し出しもします。

※いずれも14:00～16:00（１人30分）

今年4月に小・中学校へ入学されるお子さんがいる保
護者の方に、就学通知書を12月下旬に送付していま
す。もしお手元に届いていない場合は　　　までご連
絡ください。

離乳食のはじめ方や作り方など相談できます。

また、国立・私立の学校へ入学される場合は、その学
校が発行する入学許可書と印鑑を持って、　　　まで
お越しください。
（注）市立咲くやこの花中学校及び市立水都国際中学
校は別途、学校から連絡がありますので手続きを行っ
てください。

生野区では、区独自の取組として入学時に限っ
て指定校変更基準を設けています。

　居住実態のない住所地に住民登録をし、そこ
から通学をするのは不適正な就学です。住民登
録を正しく行い、適正な就学をしましょう。
　不適正な入学と分かれば、入学後でも適正な
学校へ転校していただきます。

※こどもが外国籍の人へ。
入学申請書をだしていない人は、すぐに区役所の1階
5番窓口にきてください。

と き 1月21日（火）14:00～16:00
内 容 ・妊娠中の食生活のおはなし（栄養士）

・妊娠中の過ごし方（保健師）

無 料ウェルカムベビースクール
（妊婦教室）

無 料

無 料

子ども・子育てプラザから
イベント・講座のお知らせ

弁護士による「離婚・養育費」に
関する専門相談

新１年生の就学通知書は
届いていますか？

対 象 標準的接種期間 生後5カ月～8カ月の乳児
（１歳の誕生日の前日まで接種可能）

ところ 区役所 2階集団検診室（受付及び接種）

と き 1月17日（金）、2月21日（金）※予約不要
（受付時間 13:30～14:30）

持ち物

小学校

母子健康手帳・予防接種手帳

平成25年（2013年）4月2日から
平成26年（2014年）4月1日までに生まれた方

中学校 令和2年（2020年）3月に小学校を卒業する
見込みの方

小学校 自宅から就学する学校までの直線距離が
400ｍ以上あり、かつ就学する学校よりも直
線距離が短い学校がある場合。（区内に限る）

中学校 就学する学校に希望の部活動がなく、希望
する部活動のある学校に入学を希望する場
合。（区内に限る）
※詳しくは、就学通知書に同封の案内をご
　参照ください。

申請期日 1月15日（水）

※整理券は当日12時頃に2階集団検診室前で配布

BCG予防接種

栄養士さんによる相談会

生野区
子育て情報サイト

生野区子ども・子育てプラザ
巽北2-4-16 ☎6752-8000

ところ
問合せ

離婚・養育費に関する悩みをお持ちの方々を対象に、
大阪弁護士会所属の弁護士が、法律的な知識を要す
る問題の相談に応じ、アドバイスを行います。

定 員 12組（先着順）

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
1月8日（水）、2月5日（水）
10：15～10：55 天理教葛上分教会（新今里5-3）
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）

と き
ところ

この町が好き！まちの拠り所
～Yosuga～「猪飼野」からの発信
『大人の絵本読みあいっこ』

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

問合せ

問合せ

申込み 1月12日（日）より、電話または来館にて受付

無 料

ところ
問合せ

生野図書館
☎6717-2381　FAX6717-3119

と き ・0・1・2歳向け　　　
 1月8日（水）11:00～11:30
・幼児から小学生低学年向け
 2月1日（土）14:30～15:00 

と き 1月18日（土） 14:00～15:00

生野図書館からのお知らせ

絵本の読み聞かせや紙芝居、手遊びをします。
絵本の会

おりがみ教室

対 象 子育て中の保護者(ただし、就学前のお子さん
を持つ保護者を優先します)

定 員 15名（当日先着順）

定 員 各区役所4名（先着順）

と き 2月12日（水） 10:00～11:30
自力整体

要申込

定 員 8名（先着順）
申込み 1月18日（土）より、電話または来館にて受付

対 象 妊婦さん
と き 2月15日（土）10:30～11:30
マタニティ広場 マタニティ操体法

広　告

ひと

ひと かい

子ども・子育てプラザのイベントに関するお問合せは

無 料

ところ まちの拠り所～Yosuga～（勝山北5－7－11）
と き 1月20日（月）18：30～（毎月第３月曜日）

問合せ（一社）ひとことつむぐ
☎6796-9897
メール:ikainoyosuga@gmail.com

持ち物 読みたい絵本を持ち寄り（なくても貸し出し有り）
参加費 500円

ファシリテーターは
筒井幹夫さん

がいこくせき

にゅうがくしんせいしょ くやくしょ

ばんまどぐち

学び

子育て

相談日 ところ 予約受付日 予約電話番号

1月14日（火） 阿倍野区役所 1月7日（火）
9:00～ 6622-9865

1月17日（金）福島区役所 1月9日（木）
9:00～ 6464-9857

1月22日（水） 港区役所 1月15日（水）
9:00～ 6576-9857

1月29日（水） 旭区役所 1月27日（月）
9:30～ 6957-9857

2月4日（火） 天王寺区役所 1月27日（月）9:00～ 6774-9857

＜生野区における指定校変更基準＞

しない、させない、越境入学

生野図書館からのお知らせに関するお問合せは


