
無　料申込要

お知らせ

お知らせ　区役所の日曜開庁は11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)＞

　来年の「ふれあい城
東」1月号誌面を飾る
年賀状を募集し、入選
作品を掲載します。掲
載する際には、氏名・住所（町名のみ）も
載ります。また、すべての作品を1月4日
（水）～13日（金）に区役所で展示しま
す。ふるってご応募ください！
対象▶区内在住・在勤・在学の方
申込み▶ハガキに作品を描いて、宛名
面（作品の裏）に、住所・氏名（ふりが
な）・年齢・電話番号を記入し、下記問
合せ先まで送付または区役所3階32番
窓口へ持参してください。
※自作の作品に限ります。
※ 応募は1人につき2枚までです
(応募作品は返却できません)。

※ 年賀ハガキを使用される場合は、宛名
面の「年賀」の表示を消してください。

※ ハガキと同じ大きさの厚紙等を使用
しても構いません。

締切り▶11月18日（金）必着
 区役所総務課「年賀状」係

（〒536-8510 中央3-5-45）
 6930-9095　  6932-0979

年賀状コンテスト2017
作品募集 

城東区青少年健全育成連絡協議会・
城東区役所

掲載された方に表彰状を贈呈！

所得税の年末調整説明会を
開催します
とき▶11月22日（火）13:30～15:30
ところ▶区民センター2階 ホール（中
央3-5-45）
内容▶平成28年分の所得税の年末調整
のしかた、法定調書および個人住民税の
給与支払報告書などの作成・提出方法
対象▶所得税の源泉徴収義務者のう
ち、城東区・鶴見区の法人・個人事業者
※ 税務署から事前に関係書類が届いて
いる場合は、ご持参ください。

 城東税務署（源泉所得税担当）
 6932-1291

 城東消防署　  6931-0119

寝屋川北部地下放水路都市
計画案の縦覧・意見書の受付
とき▶11月2日（水）～16日（水）
ところ▶大阪府寝屋川水系改修工営所
（東中浜4-6-35）
市民の方、利害関係人は11月16日

（水）まで意見書を提出できます。
詳しくは下記問合せ先まで。

 大阪府都市計画室計画推進課
 6944-9274   6944-6778

介護予防ポイント事業の
登録者を募集中

無　料申込要
とき▶11月9日（水）13:30～16:30
ところ▶老人福祉センター(中央3-5-
45 城東区複合施設4階)
対象▶市内在住の65歳以上の方で、施
設等での介護支援活動を希望される方
申込み▶住所、氏名、年齢、電話番号と
研修の開催日を電話・ハガキ・FAX・
メールにて下記問合せ先まで

 大阪市社会福祉協議会 介護予
防ポイント事業担当
(〒543-0021 天王寺区東高津町12-10)

 6765-5610　  6765-5607
 kypoint@osaka-sishakyo.jp
 http://www.city.osaka.lg.jp/

fukushi/page/0000330868.html

区民ギャラリー
出展グループ募集

無　料申込要
対象▶区内在住・在勤の方で構成する
アマチュア創作グループ
作品▶絵画、書、写真、手芸など
展示期間▶
（1）区役所ギャラリー
①1月16日（月）～②1月30日（月）～
③2月13日（月）～④2月27日（月）～
⑤3月13日（月）～
（2）地下鉄ギャラリー
①12月22日(木)～②1月27日(金)～
③2月24日(金)～
申込開始▶11月8日（火）10:00～
区民センター2階事務室にて（先着順）

 大阪市コミュニティ協会城東区
支部協議会（上記期間中、区民センター
に臨時出張受付窓口を設置します）
 4255-6066　  4255-6088

子育て家庭
の親とお子さ
ん（おおむね3
歳未満）が気
軽に集い、交
流を図ること
のできる身近
な場として、
区内で4番目のつどいの広場がオープ
ンしました。
場所▶成育2-2-21 ナニワランド野江1階
開館時間▶10:00～15:00
休館日▶土・日・祝日・年末年始

 6935-6800

つどいの広場は、他にもあります！
ぜひ一度お越しください♪
●城東つどいの広場（中央3-5-38）

 6931-4882
●つどいの広場だんだん（中浜3-22-9）

 6961-5505
●つどいの広場ラ・メール放出西（放出
西3-6-1-410）  6969-0005

 保健福祉センター子育て支援室
 6930-9857
 6932-1295

つどいの広場「フレンドリーせいいく」がオープンしました！
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「登録時研修」を開催します
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「青少年 守って住みよい 城東区」
11月は子ども・若者育成支援強調月間

ストーブからの火災にご用心!! ～支えよう 輝くひとの 夢みらい～



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (JC200103)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF5e8358318a8c300c3075308c3042304457ce6771300dff37ff25ff22300130c730b830bf30eb30d630c330af7528306eff30ff24ff2630c730fc30bf30924f5c62103057307e30593002000d00440069007300740069006c006c006500725c027528306e30d730ea30bb30c330c8306730593002000d30a430f330c730b630a430f33067ff25ff30ff3366f8304d51fa3057300100440069007300740069006c006c006500723067ff25ff30ff33304b3089ff30ff24ff26306b590963db30573066304f3060305530443002000d000d00440069007300740069006c006c006500723067ff25ff30ff332192ff30ff24ff26306b590963db3057307e30593002>
  >>
  /ExportLayers /ExportVisibleLayers
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads true
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (Japan Web Coated \(Ad\))
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.283460
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


