
イベントなどが延期・中止、内容や場所が変更される場合があります。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。 区HP

生野区子ども・子育てプラザ（巽北 2-4-16）
☎・FAX06-6752-8000

ところ
問合せ

妊婦（パートナーの方もどうぞ）対 象
4組（先着順）定 員

11月20日(土) 10:30～11:30と き

10月20日(水)
～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」

子ども・子育てプラザの
イベント情報 無 料 要申込

5組（先着順）定 員
11月17日(水) 13:15～15:00と き

10月17日(日)～電話または来館にて　　　へ申込み 問合せ

◆保育施設の入所相談
区役所の子育て支援室の専門員が個別相談にのります。

10組（先着順）定 員
11月30日(火) 10:00～11:00と き

10月30日(土)～電話または来館にて　　　へ申込み 問合せ

◆身長体重測定＆保健師相談 

離乳食講習会 無 料

10月19日（火）10:00～11:30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話など内 容
　保健福祉課 2階24番
☎06-6715-9882　FAX06-6712-0652

問合せ

子育て

ところ 区役所 2階集団検診室
 対 象 アルコール問題を抱えている方（ご家族・支援者も可）

と き ・10月12日（火） 14：00～16：00
 専門医のミニ講座「アルコール依存症と
 合併疾患①うつ病」・当事者体験談
・10月26日（火） 14：00～16：00
 栄養士のミニ講座「食生活できるところ
 からやってみましょう①」・当事者体験談

◆酒害教室
しゅがい

◆統合失調症の家族教室

と き 10月27日(水) 14：00～16：00
ところ 区役所 2階集団検診室
 対 象 統合失調症の方のご家族
内 容 精神科医の話「統合失調症の治療について」・

家族同士の交流等

※初めての方は必ず事前にご連絡ください

と き 10月18日（月） 13：30～15：30
ところ 区役所 2階集団検診室
 対 象 統合失調症等治療中で主治医の許可がある方
内 容 SST（社会生活スキルトレーニング）・ミーティ

ング等

※参加希望の方は必ず事前にご相談ください

◆「いくみんのつどい」
　（精神障がいのある方の教室）

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

申込み
問合せ

区役所でのこころの相談・教室 無 料

と き

ところ
 対 象 

・10月21日（木）14：00～
・11月 2 日（火）13：30～
区役所 2階相談室
こころの変調にお悩みの方（ご家族・支援者も可）

要申込◆精神科医による相談

健康・福祉

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）

10月19日（火） 14:00～16:00と き

・ママと赤ちゃんのための食事のおはなし(栄養士）
・プレママ生活の留意点（保健師）
・生まれたばかりの赤ちゃんって？

内 容

ウェルカムベビースクール（妊婦教室） 無 料

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・筆記用具持ち物
妊婦（パートナーの方もどうぞ） 対 象 

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

問合せ

妊婦歯科健診 無 料 要申込

10月19日（火） 受付13:30～13:50と き
区役所 2階201会議室ところ
10月18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

予防接種を受けましょう 無 料

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

問合せ

◆BCG予防接種
標準的な接種期間（生後5か月～8か月）で受けるよ
うにしましょう。（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、当日に区役所
　正面玄関でお知らせします。

ところ

母子健康手帳・予防接種手帳持ち物

10月15日（金） 受付13:30～14:30
※整理券は当日12:00から２階集団検診室前で配付

と きと き

10月1日から市内の委託医療機関でも
接種できるようになりました。
くわしくは市HPをご覧ください。▶▶▶▶

保育施設の入所申込み受付は
10月15日（金）までです

・保護者が仕事や病気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 等

対 象

10月15日（金）まで
※感染拡大防止のため、
　「大阪市行政オンラインシステム」
　で予約をお願いします。▶▶▶▶
※保育施設一覧、受付日時・場所等、
　詳細については広報いくの９月号
　または区HPをご覧ください。▶▶

申込書
配付期間

　保健福祉課 2階21番
☎06-6715-9857　FAX06-6715-9967

問合せ

令和4年4月より保育施設の利用を希望される方の
受付を、施設ごとに受付日を設けて行っています。

「学校選択制希望調査票」の
提出は10月29日（金）までです

　窓口サービス課 １階5番
☎06-6715-9963　FAX06-6715-9110

問合せ

調査票は8月末までに対象者にお届けしています。
※学校選択制を希望しない場合も提出が必要です。

vol.28

◎8月24日（火）
田島中学校区（第8回）
・新しい小学校の校章・標準服・体操服等が
 決まりました。

◎8月25日（水）
生野中学校区（第9回）
・新しい義務教育学校の標準服・体操服等が
 決まりました。

こどもたちの教育環境の改善をめざし、新たな
学校づくりを進めるため、各中学校区において、
「学校適正配置検討会議」を開催し、保護者
等のご意見をいただいています。

各中学校区での「学校適正配置
検討会議」の開催情報や会議録
等についてはこちら▶

生野区での学校再編等の情報を
◀Twitterでも発信しています！

問合せ 地域まちづくり課 4階43番
☎06-6715-9920 FAX06-6717-1163
　ikuno-edu@city.osaka.lg.jp

生野区卓球大会（団体戦）
と き 11月21日（日） 受付9:00

募 集 １チーム３名以上（先着64チーム）
参加費 1チーム3,600円※学生3,000円

競技方法 団体戦（男子の部･女子の部）2シン
グル・1ダブルスを行い、2勝先取し
たチームを勝ちとする。（リーグ戦）

ところ ゼット生野スポーツセンター（巽西1-1-3）

申込み
問合せ

　企画総務課 4階45番　
☎06-6715-9683  FAX06-6717-1160

掲載ご希望の方は、希望月の2か月前の5日まで
に原稿をご提出ください。掲載の場合のみ校正
のご連絡をします（掲載希望月の1か月前頃）。
※紙面の都合等で掲載できない場合があります。
※政治・宗教・営業活動に関する記事は掲載できません。

地域の方々からの情報を掲載しています

要申込

問合せ 生野区体育厚生協会(担当：西原卓球部長)
〒544-0015 生野区巽南 3-3-7
☎・FAX06-6754-5830

申込み チーム名、代表者の氏名・住所・電話番
号、男・女部別、選手全員の氏名を記入
のうえ、10月17日（日）から10月31日
（日）までに、参加費を添えて　　  まで。
※当日は、必ずマスクを着用してください。       

問合せ

いくのっ子おさんぽラリー 無 料

「いくのっ子広場」のかわりに、今年もおさんぽラリー
を開催します！区内を親子でおさんぽしながらスタン
プを集めると、景品がもらえます。
くわしくは区HPをご覧ください。▶

　保健福祉課 2階21番（子育て支援室）
☎06-6715-9024　FAX06-6715-9967

問合せ

2021年10月号

●生野区の面積：8.37k㎡ ●人口：126,915人 ●世帯数：67,920世帯（令和3年9月1日現在）
●「広報いくの」は72,000部を発行し、10月号1部あたりの発行単価は約20.1円です。そのうち約2.7円を広告収入でまかなっています。


