北区成人式「はたちのつどい」
は、令和2年（2020年）
１月12日
（日）
に開催。※成人の日の前日 問 政策推進課 ☎ 6313-9743

6月号（2019/No.277）

児童手当現況届の提出を
お忘れなく！

子育て
出張イベント＆子育て相談会
無料
「親子でわくわく体験！」
日 6/5（水）10:30〜12:00
場 中崎町ホール（中崎西1-6-8）

内容／子育て相談、
虫よけスプレー作り、
ハ
ンドマッサージ体験など
対象／０歳〜未就園児とその保護者

問 福祉課（子育て支援室）
☎ 6313-9533
6313-9905

第3回 北区長杯ソフトボール
大会を開催します！
北区内小学校の各ソフトボールチームが参
加します。ぜひ応援に来てください。

日 6/30（日）開会式 8:30〜
場 長柄東公園グラウンド
主催／北区ソフトボール協会

問 政策推進課
☎ 6313-9743

6362-3821

区役所で小中学校の
教科書（見本）
を展示します
学校で使用する教科
書について、保 護 者
や市民の方が閲覧す
る機 会を確 保し、関
心・理解を深めていただくため、教科書セン
ターを設置し、教科書（見本）の展示を行い
ます。教科書は、4 年に 1 度採択されます。
（今年度は小学校教科書の採択が行われ
ます。）※教科書の貸出しは行いません。

日 6/3（月）〜7/3（水）
9:00〜17:30（土・日・祝日を除く）
場 北区役所1階 区民交流プラザ内
問 ●教科書採択や教科書センターについて
教育委員会事務局指導部初等教育
担当 ☎ 6208-8174
●教科書の展示場所について
地域課（教育担当）
☎ 6313-9472
6362-3823

幼児期図書
ボランティア募集

要申込

北図書館を拠点として区内の保育所・幼稚
園等で活動中のボランティアグループに参加
し、絵本の読み聞かせ等をしてくださる方を
募集します。全5回の講座受講が必要です。

日 ①8/9（金）②8/23（金）③8/24（土）
④8/30（金）⑤9/3（火）
10:00〜12:00
場 ①②④大阪市立中央図書館
（西区北堀江4-3-2）
③⑤北図書館（北区本庄東3-8-2）
定員／10名程度（申込先着順）
申込／6/6（木）10:00〜7/28（日）
北図書館へ電話・来館にて受付

申 問 北図書館
☎ 6375-0410

6371-3177

消防だより

現在、児童手当を受給しておられる方に
「現
況届」
をお送りしますので、6月中に提出して
ください。提出がない場合は、令和元年 6月
分（令和元年 10 月支払い分）以降の支給
が停止になります。
また、
そのまま2年経過す
ると、時効となり受給権がなくなりますので、
ご注意ください。

問 福祉課 ☎ 6313-9857

6313-9905

あそび小屋
〜なつかし手作りおもちゃ〜
紙コップなどの身近なものを
使って、昔ながらの手作りお
もちゃをつくってみよう！ 何が
作れるかは当日のお楽しみ☆

日 6/23（日）11:00〜12:00/13:00〜
16:00（最終受付15：45）
場 キッズプラザ大阪 5 階キッズプラザホ
ール前（扇町2-1-7）
対象／中学生以下（就学前の子どもは保
護者同伴）
￥ 入館料大人 1,400円、小中学生 800
円、幼児（3歳以上）500円
協力／大阪市シルバーボランティアのみなさん

問 キッズプラザ大阪
☎ 6311-6601
6311-6605
大阪市ファミリー・サポート・センター

提供会員養成講座

無料

要申込

日 7/23・30・8/6・20・27
毎週火曜日
（8/13は休み）全5日
10:30〜16:15（日により異なる）
場 クレオ大阪子育て館（天神橋6-4-20）
対象／市内在住で 19 歳以上の方・会員
（有償ボランティア）
として登録する
意思のある方
HP▼
定員／70名（多数抽選）
申込／ 7/13（土）
まで電話・
FAX・ホームページ・
来館にて受付

※ FAX には講座名・住所・氏名・年齢・電話番号・
FAX番号を明記

申 問 男女共同参画センター子育て活動
支援館（クレオ大阪子育て館）
☎ 6354-0106
6354-0277

防災・
安全・安心
ひったくり防止カバー無料取付＆
ワイヤーロック配布キャンペーン

地震の備え、大丈夫？
大阪府北部地震から
間もなく１年！

「う回エリア」が
設定されます
びん
ちゃん

・29（土）
6/28（金）
に開 催される G 2 0
大阪サミットに伴い、交通規制が実施
されます。北区内においても
「う回エリ
ア」
が設定されます。皆さまのご理解と
ご協力をお願いします。

めい
ちゃん

〈地震発生その瞬間〉
●最 優 先で自分の命を守り、揺れが収
まってから行動しましょう
●家族の状況と家の内外を確認しましょう
●正しい情報を得ましょう
〈普段の備え〉
●食料品や生活必需品を備えましょう
●家具類の転倒・落下・移動防止やガラ
ス飛散防止対策をしましょう
●居住地域を知り、避難経路を確認しま
しょう
●災害時には近隣の住民同士の協力が
必要です。地域が主催する防災訓練
に積極的に参加しましょう

期間／6/27（木）〜30（日）
【北区内のう回エリア】
●大阪駅周辺 ●天満周辺
●中之島周辺
最新の情報は、大阪府警ホームページで
ご確認ください。
各種規制情報については、5面「大阪市
民のみなさんへ」
も併せてご覧ください。

問 2019年G20大阪サミット

問 北消防署（地域担当）
☎ 6372-0119

関西推進協力協議会事務局
☎ 6210-9403
6210-9337

くらし・
手続き

令和元年度 個人市・府民税の
納税通知書を6月上旬に送付します
第１期分の納期限は7月1日
（月）
です。
市税の納付には安全・確実・便利な口座振
替・自動払込（ Web申込もできます）
をぜひ
ご利用ください。
なお、会社等にお勤めの方
(給与所得者)の個人市・府民税額は、勤務
先を通じて税額決定通知書を送付します。
税額については、毎月の給与から差し引き
(特別徴収)されます。

6月はゴキブリ防除強調月間です
ゴキブリのいない住環境にしましょう
！
快適な生活を送るために、感染症や食中毒
を媒介するゴキブリを防除しましょう。
ゴキ
ブリの習性を知り、
エサになるものを置かな
いなど、清潔な住環境を心がけましょう。

問 健康課 ☎ 6313-9973

北区役所での相談

問 梅田市税事務所（個人市民税担当）
☎ 4797-2953

6362-1099

大阪市

無料

相談内容

日

時

・19（水）
・7/3（水）
6/5（水）
13:00〜17:00

申 問 政策推進課（広聴担当）
☎6313-9683

行政相談

6/20（木）13:00〜15:00

問 政策推進課（広聴担当）
☎6313-9683

司法書士相談

6/12（水）13:00〜16:00

申 問 あおぞら司法書士事務所内
（担当：赤松） ☎ 0120-676-888
（平日9：00〜18：00）

6/26（水）13:00〜16:00

申 問 大阪府行政書士会北支部
☎ 6105-3219
（平日9：00〜17：00）

法律相談
要予約

※当日9:00から電話予約
※予約不要

※事前に電話予約

要予約

行政書士相談

要予約

外国人のビザ手続・帰化、 ※事前に電話予約
建 設 業・民 泊 等の各 種
営業許可などの相談

花と緑の相談

〜花木や草花の
園芸相談〜

その他の相談
相談内容
日曜法律相談
要予約

7/2（火）14:00〜16:00

問 扇町公園事務所
☎ 6312-8121
6312-3403

1階区民交流プラザ及び

その周辺へお越しください。

無料

日

時

6/23（日）
9:30〜13:30

場

所

①港区役所

（港区市岡1-15-25）
（旭区大宮1-1-17）

日 6/17（月）15:00〜16:00

（雨天中止）※開始2時間前の天候により判断

場 大淀老人福祉センター
（本庄東1-24-11）
数量／各100点（なくなり次第終了）
問 地域課（あんまち隊）
☎ 6313-9950
6362-3823

納付

問い合わせ先

②旭区役所

必ず防止カバーを取
り付ける自転車でお
越しください。

市税

犯罪被害者等支援
のための
総合相談窓口
人権相談

随時受付
9:00〜17:30

（土日・祝日・年末年始を除く）

市民局人権企画課
（中之島1-3-20
大阪市役所4階）

専門相談員が電話・面談・FAX・メールで相談
をお受けします。区役所等での出張相談を希
望される方は、
その旨ご連絡ください。

受付／月〜金 9:00〜21:00
日・祝日 9:00〜17:30

問い合わせ先
予約受付／6/20（木）
・21（金）
9：30〜12：00
予約専用電話 ☎ 6208-8805
問 大阪市総合コールセンター
☎ 4301-7285

問 市民局人権企画課
☎ 6208-7619
6202-7073

申 問 大阪市人権啓発・相談センター
☎ 6532-7830
6531-0666
7830@osaka-jinken.net

※広告の内容等、掲載された広告に関する一切の責任は広告主に帰属します。また、大阪市が推奨等するものではありません。

広告

03 わがまち北区

区役所の開庁時間 平日 9:00〜17:30

広告

金曜 19:00まで延長
（一部業務） 6/23（日）9:00〜17:30
（一部業務）※毎月第4日曜日 問 総務課 ☎ 6313-9625

