
イベントなどが延期・中止、施設等が休館になる場合があります。実施の有無等、くわしくは区HPまたは電話でご確認ください。
健診・講座・相談などに参加される際には、マスクの着用をお願いします。

妊婦歯科健診 無 料 要予約

11月17日（火） 受付13：30～13：50と き
区役所 2階201会議室ところ
11月16日（月）
までに　　　へ

申込み
問合せ

　保健福祉課 2階24番
☎06-6715-9882
FAX06-6712-0652

問合せ

乳幼児と保護者対 象

乳幼児と保護者対 象
10組（先着順）定 員

10組（先着順）定 員

11月24日（火） 10：00～11：00と き

11月17日（火） 10：00～11：00と き

子ども・子育てプラザのイベントに関する
お問合せは…

生野区子ども・子育てプラザ（巽北2-4-16） 
☎06-6752-8000

ところ
問合せ

子ども・子育てプラザの
イベント情報

申込み

◆身体重測定＆保健師相談

◆BCG予防接種

◆ワン・ツーりとみっく

プレママ・プレパパ対 象
4組（先着順）定 員

12月19日（土） 10：30～11：30と き

11月21日（土）～電話または来館にて　　　へ申込み 問合せ

11月15日（日）～電話または来館にて　　　へ問合せ

11月8日（日）～電話または来館にて　　　へ申込み 問合せ

◆マタニティ広場
　「プレママ・プレパパ講座」

子育て

　保健福祉課 2階24番　
☎06-6715-9882
FAX06-6712-0652

問合せ

予防接種を受けましょう 無 料

11月20日（金）、12月18日（金）※予約不要
（受付13：30～14：30）
※整理券は当日12時頃から2階集団検診室
前で配布

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

区役所 2階集団検診室（受付および接種）
※会場等が変更になる場合は、当日区役所正
面玄関に掲示します。

母子健康手帳・予防接種手帳

◆麻しん・風しん（ＭＲ）

委託医療機関へ直接予約して
ください。

委託医療機関▶▶▶▶▶▶▶

無 料
要申込

要予約

無 料ウェルカムベビースクール
（妊婦教室）
月1回の全3回コース。産前・産後の健康管理や出産・
育児に関するお話をします。（どの回からでも参加可）

11月17日（火） 14：00～16：00と き

区役所 ２階集団検診室ところ

冊子「わくわく」・母子健康手帳・
筆記用具・手鏡・歯ブラシ・
ハンドタオル

持ち物
区内在住の妊婦およびその配偶者 対 象 

・妊娠中と赤ちゃんのお口の中の健康
（歯科衛生士）
・妊娠中の食生活のポイント（栄養士）

内 容

　保健福祉課 2階23番
☎06-6715-9968
FAX06-6712-0652　

問合せ

離乳食講習会 無 料

11月17日（火）10：00～  ※予約不要と き
区役所 2階集団検診室ところ
離乳食の進め方についての
お話など

内 容

　保健福祉課 2階24番
☎06-6715-9882
FAX06-6712-0652

問合せ

無 料 要申込

初めての出産時35歳以上の妊
産婦さんの交流会です。赤ちゃ
んの身長体重の計測もできます。

アラフォーママのつどい

ことばを育む、妊娠中からの赤ちゃんとの過
ごし方（講師：心理相談員）

内 容

初めての出産時35歳以上の妊産婦
（赤ちゃんが１歳を迎えた年の3月末まで参加可） 

対 象

12月11日（金）
14：00～15：30

と き

区役所 2階計測室ところ

　保健福祉課 2階23番
☎06-6715-9968  FAX06-6712-0652

問合せ

思春期を迎えたお子さんの子育
てで悩んだりすることはありませ
んか。子どもとの接し方や言葉の
かけ方などをわかりやすく学べ
ます！ 申込方法など、くわしくは
区HPをご覧ください。

　保健福祉課 2階21番
☎06-6715-9024
FAX06-6715-9967

問合せ問合せ

と き

と き

ところ

ところ

 対 象 

予 約

持ち物

梅花女子大学 心理こども学部心理学科
伊丹昌一氏
11月27日（金）
12：00～配信スタート
（約2か月間視聴可）

講 師

子育て講演会

令和２年度接種対象者

生後12か月から
生後24か月に
至るまでの方

2歳の
誕生日の
前日まで

令和３年
３月31日
まで

小学校就学前の１年間
（年長児）
（平成26年4月2日から
平成27年4月1日
生まれの方）

1期

2期

接種対象期間

健康・福祉

学び

問合せ
問合せ

令和3年1月7日（木）～3月25日（木）
毎週木曜日16：20～17：20（全12回）
算数（7回）英語（5回）

期 間

クロスベイス事務所
（桃谷4-5-15 班家食工房2階）

ところ

2,000円／月費 用
11月30日までに電話・メールで　　　へ申込み

中学生になったら、どんな風に勉強したらいいの？
小学校の算数、分からないところがあって心配…。
中学校の英語、先にやってみたい！
そんな気持ちに応える、小学校の復習、中学校の予習
を行うプレ教室です。

生野区持続可能なまちづくり活動支援事業認定事業
学習サポート教室「DO－ＹＡ」（どぉや）
6年生プレ教室　 要申込

ぱんがしょくこうぼう

無 料 要申込

大阪府が提供する
「おおさか健活マ
イレージアスマイ
ル」は、府民の健康
をサポートするアプリです。毎日の健康活動を記録
することで健康管理だけでなく、ポイントがたまって
電子マネー等が当たる抽選に参加できます。また、
40歳以上の大阪市国民健康保険加入者の方は「特
定健診」・「１日人間ドック」・「健康づくり支援事業」
を受診すると、初回3,000円相当分の電子マネー等
と交換できるポイントがもらえます。くわしくは公式
HP「おおさかアスマイル」でご確認ください。

おおさか健活マイレージ
アスマイル事務局
☎06-6131-5804
FAX06-6452-5266

問合せ

おトクな健康アプリ「アスマイル」を
ご利用ください！

※接種対象期間を過ぎると自己負担
となります。
※麻しん・風しんの両方にかかったお
子さまは、接種の必要はありません。

いたみ  しょういち

はぐく

ばいか

※生野区役所開催分以外の研修日
程や詳細は市HPでご確認いただ
くか　　　まで。
※介護職員初任者研修ではありま
せん。

未来ケアカレッジ　☎0120-16-8351　問合せ

令和3年1月27日（水）・28日（木）
いずれも10：00～17：30（全2日）

と き

市内在住の方
※市外在住の方でも、受講可能な場合があり
ます。くわしくは　　　まで。

受講資格
生野区役所ところ

40名（申込み受付中・先着順）定 員
令和3年1月6日（水）までに　　　へ申込み 問合せ

問合せ

介護保険の訪問サービスのうち、掃除・洗濯・買物・調 
理等を提供する方向けの養成研修を開催します。

問合せ

生活援助サービス従事者研修 要申込無 料

NPO法人クロスベイス 
☎06-6741-1123　
　crossbase.info@
gmail.com　

●生野区の面積：8.37k㎡ ●人口：128,835人 ●世帯数：67,315世帯（令和2年10月1日現在）
●「広報いくの」は71,400部を発行し、11月号1部あたりの発行単価は約19.0円です。そのうち約2.7円を広告収入で賄っています。

生野区
子育て情報サイト

2020年11月号


