
点訳ボランティア養成講座

学び

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

問合せ

9月12日（土）～令和3年1月9日（土）
毎週土曜日 18:30～20:30 全17回
（ただし、1月2日は休講）

と き

1,400円（テキスト「点訳のてびき」代）
※既にお持ちの方は受講料不要

費 用

生野区民センター（勝山北3-13-30）ところ
15名定 員

9月5日（土）までに、電話またはFAXで、氏名・
住所・電話番号を添えて　　　へ

申込み

点訳の基礎・点字器を使用しての実習・パソコン点訳
の実習・講演会です。受講終了後、点訳ボランティア
として活動していただきます。点訳に再挑戦したい方
や学生さんも大歓迎。

問合せ

令和3年（2021年）4月から  「大阪市立小学校」・「大阪市立中学校」へ  入りたいときは 住んでいる 区の　
区役所で  てつづきを  してください。

◆「入学のご案内」が  届かなかった  とき
にゅうがく

はい がっこう ばあい いちぶ ちいき す

がっこう はい

あんない とど

つぎの  ものを  持って  区役所へ  来てください。

●「はんこ」　 ●「住んでいる  ばしょ  や  なまえが  わかる  書類」（在留カード・パスポート  など）
●中学校に  入る  ひとは  「小学校の  卒業が  わかる  書類」
　（住んでいる区の  「大阪市立小学校」を  卒業する  ひとは  いりません。）

「大阪市立小学校」・「大阪市立中学校」は  住んでいる  ばしょで  入る  学校が  決まります。
でも  住んでいる  区の  なかで  学校を  えらぶ  ことが  できる  場合が  あります。
9月に  住んでいる  区の  区役所から  「学校案内」と「学校選択制希望調査票」を  送ります。
入りたい  学校が  あるときは　「学校選択制希望調査票」を  令和2年（2020年）10月30日までに
区役所へ  持ってきてください。  ゆうびんで　送ることも  できます。
入る  学校が  決まったら  令和2年（2020年）12月31日までに  区役所から  「就学通知書」を  送ります。

◆入る  学校を  えらべる  場合が  あります（一部の  地域に  住んでいる  ひと）

・小学校  「平成26年(2014年)  4月2日から  平成27年(2015年)  4月1日までに  生まれた  ひと」
・中学校  「令和3年(2021年)  3月に  小学校を  卒業する  ひと」

◆学校へ  入ることが  できる  ひと

◆てつづき

しょうがっこう へいせい ねん ねん がつ にち へいせい ねん ねん がつ にち う

も くやくしょ き

おおさかしりつしょうがっこう おおさかしりつちゅうがっこう す がっこうはい き

す く がっこう ばあい

がつ す く くやくしょ がっこうあんない おくがっこうせんたくせいきぼうちょうさひょう

はい がっこう れいわ ねん ねん がつ にちがっこうせんたくせいきぼうちょうさひょう

くやくしょ も おく

はい がっこう き がつれいわ ねん ねん にち くやくしょ しゅうがくつうちしょ おく

わからないことは「生野区役所  窓口サービス課  1階5番窓口  電話06-6715-9963」へ  きいてください。
いくのくやくしょ まどぐち か かい ばんまどぐち でんわ
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①令和2年（2020年）8月15日ごろに  区役所から  「入学のご案内」が  届きます。
②「入学のご案内」の  みぎがわの  「入学申請書」を  書いてください。
③令和2年（2020年）9月30日までに  住んでいる 区の  区役所へ  持ってきてください。
ゆうびんで  送ることも  できます。
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外国人の  こどもが  日本の  学校へ  入るときの  てつづき
がいこくじん にほん がっこう はい

問合せ

生野図書館（勝山南4-7-11）
☎6717-2381　FAX6717-3119

問合せ

生野図書館を拠点とするボランティアグループに参
加し、紙芝居や本の紹介、手遊びなどの活動をしてく
ださる方を募集します。
活動場所

活動日 第1水曜日・第3木曜日

定 員 5名程度（先着順）
申込み 9月20日（日）までに、来館または電話にて

        へ

と き 9月30日（水）、10月14日（水）、10月21日（水）
10：00～12：00 (全3回)
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、
中止または延期される場合があります。

ところ 大阪市立中央図書館（西区北堀江4-3-2）
Osaka Metro千日前線・長堀鶴見緑地線
西長堀駅下車 7号出口すぐ

と き
ところ

問合せ 中央図書館自動車文庫
☎6539-3305
FAX6539-3336

高齢者福祉施設での図書ボランティア募集

・9月2日（水）
10：15～10：55
天理教葛上分教会
（新今里5-3）
・8月12日（水）・9月2日（水）
13：10～13：50
新巽東会館・老人憩の家
（巽東4-11）
・8月12日（水）・9月2日（水）
 14：15～14：55
せいりょう巽北駐車場
（巽北2-22）

移動図書館
「まちかど号」巡回日 

生野図書館は
8月中月曜日も開館します
（10：00～17：00）

瑞光苑（巽東4-11-10）
※区内の高齢者福祉施設が対象となっています

ずいこうえん 無 料

原則として以下の講座を全回ご受講ください

問合せ

保育施設への入所を希望される方へ　
令和3年4月から保育施設の利用を希望される方へ
の申込書の配付を行います。くわしくは　　　へ

各保育施設および区役所 2階21番窓口ところ

9月3日（木）～
※市HPからもダウンロード可

配付期間

・保護者が就労や疾病等により児童の保育が
できない場合
・障がいのある子どもで
集団保育が必要と認め
られる場合

 対 象 

　保健福祉課 2階21番
☎6715-9857
FAX6715-9967

問合せ

生野区では、教育活動など学校の特色によ
り入学する学校を希望できる機会を提供す
るため、一部の小学校・中学校で学校選択制
（特定地域選択制）を実施しています。対象
となる方へは、手続きや学校公開・説明会な
どについて詳しく記載した「学校案内」と「希
望調査票」を9月にお届けします。
〈小学校 入学対象者〉
東中川、小路、東小路、巽、北巽、巽南、巽東小
学校区に居住し、令和3年4月に小学校へ進学
する方。
〈中学校 入学対象者〉
中川、東中川、小路、東小路、巽、北巽、巽南、巽
東小学校区に居住し、令和3年4月に中学校へ
進学する方。

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

問合せ

小学校 入学対象者
①9月11日（金） 19：00～19：45
②9月12日（土） 10：00～10：45
中学校 入学対象者
①9月12日（土） 11：00～11：45
②9月18日（金） 19：00～19：45

と き

学校選択制手続きの
相談・説明会を実施します

区役所 1階101会議室ところ

市立小・中学校選択制に
ついての案内等をお届けします

iOS Android

简体中文 繁體中文 한국어

Bahasa
IndonesiaEspañol Tiếng 

ViệtPortuguês

ภาษาไทยEnglish

「広報いくの」があなたの国のことばで読めます！
こうほう よくに

日本語、英語、中国語簡体字、中国語繁体字、韓国語、
タイ語、ポルトガル語、スペイン語、インドネシア語、
ベトナム語の10言語で読めます！

アプリは無料ですが、アプリのダウン
ロードや情報の受信などにかかる通信料
は利用者の負担となります。

担当：　企画総務課  ☎6715-9683  FAX6717-1160

Catalog Pocketのアプリをダウンロードしてください。
カタログ ポケット

そうだ！
あの人に教えてあげなくっちゃ！

2020年8月号

●市の制度や手続き、イベント情報に関するご案内は大阪市総合コールセンター「なにわコール」（8：00～21：00年中無休）☎4301-7285 FAX6373-3302
●市政・区政へのご意見・ご要望（市民の声）は　企画総務課 4階45番 ☎6715-9683 FAX6717-1160


