
子育て

離乳食講習会
1月17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（お話し中心）内 容
　保健福祉課 2階24番
☎06-6715-9882　FAX06-6712-0652

問合せ

無 料

1月20日（金） 受付13：30～14：30
※整理券は当日13：00から2階集団検診室前で配付

と き

２月１２日（日）14：00～16：00と き

受付・接種ともに区役所 2階集団検診室
※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

区役所６階 大会議室ところ
200名（先着順） ※保育なし、子ども同伴可定 員

講 師

BCG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

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

問合せ

母子健康手帳・予防接種手帳持ち物

市内の委託医療機関でも接種可能です。
くわしくは市HPをご覧ください。▶▶▶

妊婦歯科健診 無 料 要申込

いくのっ子広場

1月17日（火） 受付13：30～13：50と き
区役所 2階201会議室ところ
１月１６日（月）までに         へ申込み 問合せ

問合せ

問合せ

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

問合せ

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）

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）

みなさんは、日ごろこどもとコミュニケーションをうまくとれていますか。
コミュニケーションはこどもを理解するための第１歩！
今回は、コミュニケーションと特別支援教育の第一人者で、
現在も小学校の校長、幼稚園の園長として第一線でご活躍の坂井聡先生が、
障がいの有無に関わらず誰にでもわかりやすい
コミュニケーションのヒントを教えてくれます！

くわしくはこちら▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶

1月17日（火）14：00～16：00
（受付：13：40から）

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
・生まれたばかりの赤ちゃんって？（保健師）

内 容

区役所 ２階集団検診室ところ

1月26日（木）14：00～17：00
※相談時間は45分

と き

1月18日（水）10：00～12：00と き

市内にお住まいの未成年のこどもがいる父母対 象

小さいお子さまとその保護者対 象

4名（先着順）定 員
1月19日（木） 9：00～
電話にて　　　へ（土日除く）

申込み

区役所2階 相談室ところ

区役所6階 大会議室ところ

冊子「わくわく」・母子健康手帳・筆記用具持ち物

区内在住の妊婦、及びその配偶者
（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
届きましたか、新入生の就学通知書

今年４月に小・中学校、義務
教育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。

市内の小・中学校へ入学を希望する場合、入学申請書
を区役所に出していない人は、すぐに区役所の１階
５番窓口にきてください。

平成２８年（２０１６年）4月2日から
平成２９年（２０１７年）4月1日までに生まれた方

令和５年（２０２３年）3月に小学校を卒業する
見込みの方

また、国立・私立の学校、「府立咲くやこの花中学
校」「府立水都国際中学校」へ入学される場合は、
その学校が発行する入学許可書を持って、  　            
へお届けください。
（注）「府立咲くやこの花中学校」「府立水都国際中学

校」は別途、学校から連絡があります。

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

問合せ

ウェルカムベビースクール
（妊婦教室）

母子健康手帳を受け取る日時が
オンライン予約できるようになりました

無 料

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

問合せ

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

問合せ

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。

コロナ感染予防対策を行いながら、今年度2回
目のいくのっ子広場を開催します。小さいお子
さま向けのイベントです。くわしくはこちら▶▶

※他区でも実施しています。
くわしくは市HPをご覧ください。▶▶▶▶▶

弁護士による「離婚・養育費」に
関する専門相談

無 料
要予約

居住実態のない住所地に住民登録をし、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、入学後でも本来通学
するべき学校へ転校していただきます。

※こどもが外国籍の人へ
がいこくせき ひと

にゅうがくしんせいしょ

くやくしょくやくしょ かい

しない にゅうがく きぼう ばあいしょうちゅうがっこう

ばんまどぐち

だ ひと

問合せ

ところ
問合せ

中央図書館
自動車文庫
☎06-6539-3305
FAX06-6539-3336

と き
ところ

１月１１日（水）、2月1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）

かつじょう

移動図書館「まちかど号」巡回日 無 料

生野図書館からのお知らせ

要申込無 料

と き ①2月4日（土）
14：30～15：00 
《幼児から小学生向け》
②2月8日（水）
11：00～11：30
《０・１・２歳向け》　

定 員 ①15名 ②10組 ※申込先着順
申込み 1月10日（火）～ 来館または電話にて 

　　　へ

ところ 生野図書館 会議室

ところ 生野図書館 会議室

◆絵本の会

要申込無 料◆自然工作教室
木の実や葉っぱ、牛乳パック
など自然とエコの素材を使っ
て楽しく作ります。

絵本の読み聞かせや紙芝居、手遊びをします。

と き 2月11日（土・祝）
10：30～11：30

講 師 大地自然工作クラブ
対 象 小学生（3年生以下は保護者同伴で）
定 員 6名 ※申込先着順

問合せ

申込み 1月10日（火）～ 前日までに来館また
は電話にて 　　  へ問合せ

生野図書館（勝山南4-7-11） 
☎06-6717-2381  FAX06-6717-3119

年始は1月5日（木）から開館します。
※返却ポストは1月4日（水）9時まで
　ご利用いただけません。小学校・義務教育学校

中学校・義務教育学校

適正な就学について

問合せ

無 料

『こどもと大人のための分かり合えるコミュニケーション』
～こどもの心、置き去りにしていませんか～

まちぐるみ

坂井聡

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

問合せ

香川大学教育学部教授
香川大学附属幼稚園園長
香川大学附属坂出小学校校長

無 料

イベントなどが延期・中止、内容や場所が変更となる場合があります。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

●生野区の面積：8.37k㎡ ●人口：126,738人 ●世帯数：69,545世帯（令和4年12月1日現在）
●「広報いくの」は72,500部を発行し、1月号1部あたりの発行単価は約19.6円です。そのうち約4.9円を広告収入でまかなっています。
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