
無料申込要

申込要

秋の全国交通安全運動 9月21日（月・祝）～30日（水）

城東区民センター貸室（会議室等）
使用申込の受付を開始します
　来年4月より利用開始予定の区民セ
ンター（城東区複合施設内）における、
ホールや会議室等の一般使用申込の
受付が10月1日（木）から始まります。
　受付は区民ホールで行います。詳細
は区ホームページ（9月中旬）、区広報
誌10月号でお知らせします。

区役所市民協働課
6930-9734　 6931-9999
http://www.city.osaka.lg.jp/joto

/page/0000321106.html

交通安全運転者講習会

9月  7日（月） 東中浜公園集会所
9月10日（木） 関目東小学校
9月11日（金） 鯰江小学校
9月18日（金） 鴫野小学校
いずれも18:30～
（1時間程度、受付は18:00～）

講話とビデオ上映
※駐車場はありません。

城東交通安全協会　 6931-2604
城東警察署交通課　 6934-1234

平成28年4月からの保育所・認定こども園等の利用申込を受付します

認知症かな？っと思ったら、
ゆうゆうオレンジチームへ
　ゆうゆうオレンジチームでは次の方
をサポートしています。

40歳以上の、自宅で生活をさ
れている認知症の方や認知症と疑わ
れる方で、①～③に該当する方
①認知症の診断をうけていない、また
は治療を中断している方
②医療サービスや介護サービスを利
用していない方

③何らかのサービスを受けているが、
認知症による症状が強く、どのよう
に対応して良いのか困っている方

城東区地域包括支援センター内
ゆうゆうオレンジチーム
6936-1101　 6936-1154

お知らせ

子育て支援ボランティアを
してみませんか
　子育てについて学び、子育て中の保
護者を応援する活動をしてみません
か？講座をすべて受講すると、大阪市
ファミリーサポートセンター事業の提
供会員に登録できます。
　ファミリーサポートセンター事業と
は、子育てを援助してほしい人(依頼会
員)と援助したい人(提供会員・有償ボ
ランティア)が子育てを支えあうもの
です。

前半 10月2日（金）～23日（金）
（毎週金曜日・4回）
後半 10月29日（木）～11月26日（木）
（毎週木曜日・4回）
いずれも13：00～16：15 全8回

前半 東成区子ども・子育てプ
ラザ（東成区東中本2-3-16）
後半 城東区在宅サービスセンター
（城東区中央2-11-16）

9月15日（火）～21日（月･祝）は高齢者防火推進週間です！

とき・ところ 申込不要 無料

ごみ焼却工場「鶴見工場」
オープンデー
　ごみ処理の様子やごみの焼却熱を
利用して発電している様子などを見学
できます。パッカー車との記念撮影も！

9月27日（日）
10：00～16：00（受付は15：00まで）

鶴見工場（鶴見区焼野2-11-5）
大阪市・八尾市・松原市環境施

設組合鶴見工場　 6912-4700

　大阪マラソン開催前に市内
全域の清掃活動を行います。

10月17日（土）～23日（金） 
市内全域の公共スペース
区役所などで配布している申

込書に必要事項を記入し、下記問合せ
先までファックス、送付または持参で

9月25日（金）
城北環境事業センター

（〒538-0037 鶴見区焼野2-11-1）
6913-3960　 6913-3674

申込不要

相談
無料

無料

交通安全大会を開催します

　住宅火災による死者のうち、65歳以上の高齢者の占める割合は約6割と
なっています。高齢者を火災から守るためには地域での支援が必要です。皆さ
んのご協力をお願いします。

鯰江保育所
鴫野保育所
関目保育所
今福南保育所
諏訪保育園
くれない保育所
今福保育園
すみれ保育園
愛育保育園
なかよしすみれ保育園
ゆりかご保育園
森之宮保育園
わんわん保育園
つばさ保育園
成徳保育園
たつのこ保育園
ゆりかご第二保育園
認定こども園 城東ちどり保育園
古市たいよう保育園（4月より認定こども園へ移行予定）
野江まつのはな保育園
認定こども園 成育児童センター
きらら保育園
認定こども園 関目聖マリア幼稚園 ※2
認定こども園 関目聖マリア幼稚園（こひつじ）※3
大阪信愛保育園 ※3
東中浜ひばり保育園（東中浜保育所）
（仮称）今福第二保育園 ※4

今福西1-13-4
鴫野西5-3-3-100
関目1-24-27
今福南4-6-48-100
諏訪1-8-5
鴫野東3-23-12
今福南2-21-14
古市1-20-82
野江2-15-8
古市1-21-3
鴫野東3-31-19
森之宮2-1-58
中央3-7-4
関目1-18-22
放出西1-3-18
新喜多1-2-7-101
新喜多東1-1-7
諏訪3-6-33
古市1-16-12
野江2-12-15
成育1-6-12
関目3-8-4
成育4-8-12
成育3-7-16
古市2-7-30
東中浜2-4-31
今福西1丁目付近

6931-8080
6961-3756
6931-7070
6934-5098
6961-0820
6961-7529
6931-2890
6931-3330
6931-0565
6931-3350
6961-1512
6967-0212
6939-7711
6930-1081
6963-9966
6936-0755
6965-1552
6167-3755
6930-7050
6934-1101
6786-1211
6931-7720
6932-4779
6931-2323
6939-4391
6967-2282
未定

138名
135名
115名
144名
270名
230名
256名
198名
190名
115名
107名
150名
148名
185名
110名
110名
84名
302名
206名
90名
90名
66名

300名※2
35名
40名
119名

90名（予定）

7：30～18：30
7：30～19：30
7：30～19：30
7：30～18：30
7：00～19：00
7：00～19：00
7：00～19：00
7：00～19：00
7：00～19：00
7：00～19：00
7：00～19：30
7：30～18：30
7：00～22：00
7：00～19：00
7：00～19：00
7：30～19：30
7：00～19：00
7：00～20：00
7：00～19：00
7：30～19：30
7：00～19：00
7：30～19：00
7：30～18：30
7：30～18：30
7：30～18：30
7：30～18：30

未定

保育施設名

小規模保育事業所名

所在地 電話番号 定員 開所時間

所在地 電話番号 設置・運営主体 定員 開所時間

市立

私立

※1

城東ちどり保育園 ちどりキッズ
エンジェルキッズ城東園
鴫野東みらい保育園
ゆめみ保育園
（仮称）かいせいプチ保育園 今福園※5

諏訪2-4-3-101
今福西5-11-27
鴫野東2-1-15
東中浜6-8-23
今福西4丁目付近

6965-0505
6939-3800
6955-9733
4258-7100
未定

城東ちどり保育園
（株）トレジャーキッズクラブ
松下金属工業（株）
（株）トランスネットトキワ
（株）成学社

17名
12名
19名
19名
19名

7：30～18：30
8：00～19：00
8：00～19：00
7：30～19：30

未定

利用可能年齢：0～5歳（年齢は平成28年4月1日現在。0歳児は満6か月以上が原則。）
認定こども園の1号認定(幼稚園としての利用)の申込みは、直接施設にご確認ください。
※1  公設民営 　　　※2  3～5歳児対象。定員は、1号認定（幼稚園としての利用）270名と2号認定（保育施設としての利用）30名です。
※3  0～2歳児対象　※4  平成28年1月開園予定です。詳細については、後日ホームページ等で公表します。

保育施設、保育事業の見学を希望される場合は、必ず事前に連絡をしてください。
申込み状況については、10月末頃にこども青少年局ホームページにて公表する予定です。
※幼稚園や認定こども園（保育を必要としない場合）の利用募集については、●ページをご覧ください。

保健福祉センター保健福祉課（福祉）（区役所2階㉑番窓口）　 6930-9857

利用可能年齢：満6か月～2歳（年齢は平成28年4月1日現在。）
※5 平成28年4月1日までに開所予定です。詳細については、後日ホームページ等で公表します。

9月16日（水）～10月15日（木）
保育所・認定こども園は日曜日･祝休日を除く10：00～16：00
保健福祉センターは土･日曜日･祝休日を除く  9：00～17：30

保育所・認定こども園または保健福祉センター保健
福祉課（区役所2階㉑番窓口）
※小規模保育事業所では配布を行いません。
※申込書等は、こども青少年局ホームページよりダウンロード可。

10月1日（木）～15日（木） 
9：00～17：30

保健福祉センター保健福祉課（区役所2階㉑番窓口）
※保育所・認定こども園・小規模保育事業所では受付を行い
ません。

保護者が仕事などの理由により家庭で保育ができな
い場合、その他保育の実施が必要と認められる場合。

年度途中に申込みをされた方も期間中にもう一度申込みをしてください。
配布期間

配布場所

受付期間

利用基準

受付場所

城東区・近隣区にお住まいの方
30名（先着順）
下記問合せ先に来館、電話、

ファックスにて
※一時保育あり（若干名）

城東区ボランティアビューロー
（中央2-11-16）
6936-1153　 6936-1154

城東区子ども・子育てプラザ
（今福西1-1-39）

6933-2880

締切り

　一日警察署長を務める林家染二さんの落語もお楽
しみいただけます。ぜひご参加ください。

9月23日（火･祝） 13：00～　
区民ホール（中央1-3-6）
城東警察署　 6934-1234

落語家
林家染二さん▶

18

城東消防署　 6931-0119

No.232 No.232

●お知らせ　区役所の日曜開庁は9月27日（日） 9：00～17：30です。〈窓口サービス課（住民情報・保険年金）〉
10 11ツイッター @cosmos_JOTO携帯版 http://www.city.osaka.lg.jp/mobile/joto/


