
広告 広告

アイラップで
簡単防災クッキング 
【ジシン本オンライン講座】

要申込無料

※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。

11月号（2021/No.306）

03 わがまち北区

防災・
安全・安心

くらし・
手続き

新型コロナウイルス感染症の影響により、イベントなどが中止となる場合があります。

非常食はいろいろな種類がありますが、我
が家では蒸し大豆をローリングストックで常
備しています。市販の非常食や缶詰は味が
濃いと感じるものが多く、いくつか買い置き
はしていますが、災害時にそればかりだと胃
が疲れてしまいそう。蒸し大豆はタンパク質
が手軽に摂れて、そのまま食べても甘みが
あるので子どものおやつにしてもいいし、カ
レーやサラダに足したり、じゃこ豆にしたり
と料理にもいろいろ使えるので
おすすめです。
ジシン本
サポーター・森岡

蒸し大豆をローリングストックに

防災食のすすめ

My防災  ジシン本実践編

区役所の開庁時間 9:00～17:30  　　 19:00まで延長（一部業務）  　　　　　9:00～17:30（一部業務）※毎月第4日曜日　   総務課  ☎06-6313-9625平日 金曜 11/28（日） 問

子育て

ジシン本
HPはこちら▶

耐熱ポリ袋「ア
イラップ」を使
った湯せん調
理を体験し、災
害時の「食」に
ついて一緒に
考えてみませ
んか？ 考えた
レシピが普段の献立に時短レシピとして活
躍するかも？
※Zoom使用でスマホ参加も可能
※申込後に「体験教材」を郵送します

11/14（日）14:00～15:00
北図書館2階読書室（本庄東3-8-2）

【対象】 小学生・幼児と保護者
【講師】 大阪府シェアリングネイチャー協会
の皆さん
【定員】10名(申込先着順）
【申込】11/6（土）～13（土）まで電話・来館
にて受付
【共催】大阪市環境局

北図書館
☎06-6375-0410　    06-6371-3177

日
場

11/20（土）10:30～11:15  
【対象】 北区在住・在勤・在学の方（それ以
外の方は要相談）
【講師】 ジシン本サポーター、（一社）あおぞ
ら湯
【定員】20名（申込先着順）
【申込】11/16（火）までホーム
ページにて受付
大阪北区ジシン本事務局
（一社）あおぞら湯
（中津つどいの広場ぐぅぐぅ内）
☎06-6371-3338（平日9:00～15:00）

日

警察だより
●「アポ電」に注意！！

●大阪府警察官募集

～自宅の固定電話の
防犯対策をしましょう～
警察官・百貨店店員等をかたる「アポ電」が
多発しています。「アポ電」は自宅の固定電
話にかかってきます。
●防犯機能付電話機の設置
●在宅中でも留守番電話にしておく
●番号通知機能の活用
などの対策をして、知らない電話に出ない
ようにしましょう。

【申込期間】 11/5（金）～30（火）
※インターネット申込のみ
【受験資格】 18歳以上33歳以下

大　淀警察署　☎06-6376-1234
曽根崎警察署　☎06-6315-1234
天　満警察署　☎06-6363-1234

問

『秋の全国火災
予防運動』実施！！

消防だより

びん
ちゃん

めい
ちゃん

毎年「119番の日」である11/9～15までの
１週間、尊い命と大切な財産を火災から守
ることを目的として実施されます。
住宅防火　いのちを守る5つのポイント
❶寝たばこは、絶対にしない
❷ストーブは、燃えやすいものから離れた
位置で使用する
❸ガスコンロのそばを離れるときは、必ず火
を消す
❹逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報
器を設置する
❺火災を小さいうちに消すために、住宅用
消火器等を設置する
北消防署　☎06-6372-0119問

場北区社会福祉協議会4階
（神山町15-11）

【内容】 災害ボランティアセンター運営支援
ボランティア活動を学ぶ
【対象】 2日間の講座に参加でき、災害ボラ
ンティアセンター運営支援者として事前登
録が可能な方
【講師】 伊永勉氏（ADI災害研究所）
【定員】 16名（多数抽選）
【申込】11/10（水）まで電話・
FAXにて受付
※申し込み用紙については、ホームペ
ージからダウンロード可能

北区社会福祉協議会
☎06-6313-5566　   06-6313-2921
申問

申問

戸籍登録課
☎06-6313-9963　    06-6362-3822
問

【受付期間】 11/11（木）～17（水）
9:00～17:30（金曜日のみ9:00～19:00）
【受付場所】 北区役所1階戸籍登録課2番
窓口（就学）
※窓口受付のみとなります
※お送りする「希望調査結果通知」をお持ちください

はがきサイズの厚紙に、好きな葉っぱを選
んで貼り合わせ、しおりを作ります。あわせ
て絵本の読み聞かせも行います。

オリジナル缶バッジを
ゲットしよう！

問

12/4（土）・5（日）9:30～
※なくなり次第終了
キッズプラザ大阪1Fボールサーカス前
（扇町2-1-7）

【対象】 中学生以下（団体は除く）
【定員】 各日先着300名
入館料大人1,400円、小人（小・中学生）
800円、幼児（3歳以上）500円
キッズプラザ大阪

☎06-6311-6601　    06-6311-6605

日

場

￥

問

今年のクリスマスも、2日
間限定で「オリジナル缶
バッジ」をプレゼントします
♪ご来館はお早めに！

希望校変更を11/17（水）まで
受け付けます
（市立小・中学校の学校選択制）
10/29（金）まで
にご提出いただき
ました希望調査
票の集計結果を、
11/10（水）に北
区ホームページ
で公表します。 また、「希望調査結果通知」
を各ご家庭に送付します。 通知をご確認の
うえ、希望校に変更がある場合は、以下の日
程で受付を行います。
※受付期間以外の希望校の変更はできませんので、
ご注意ください

オンライン妊婦相談会
11/7（日）・18（木）
13:00～14:00
北区子ども・子育てプラザ
（本庄東1-24-11） 

【内容】 助産師グループによるオンライン妊
婦相談会を開催します。
※相談会は、グループ形式で実施
【対象】 妊婦の方
【講師】 助産師グループ「ローズマミィ」
【定員】 10名（申込先着順）
【申込】 11/2（火）10:00～電
話・来館・ホームページにて受付

北区子ども・子育てプラザ
☎　 06-6374-0870

日

場

申問 HPは
こちら ▶

HPは
こちら ▶

日①11/13（土）10:10～15:30
②11/20（土）10:00～12:45（全2回）
※受付は①10:00～、②9:50～

令和3年度　
災害ボランティアセンター
運営支援者養成講座

要申込無料

第24回 図書館フェスティバル　
図書館de ECO
落ち葉のしおりをつくろう

HPは
こちら ▶

大阪府警察官採用センター
☎0120-370-314
問

●少年の大麻乱用急増
～大麻が奪う・あなたの未来～
10～11月は麻薬・覚醒剤・大麻乱用防止
運動期間です。昨年、府内では少年の大麻
取締法違反事件の検挙者数が全国最多で、
今年も増加の一途をたどるなど深刻な状
況であり、大きな社会問題となっています。
ＳＮＳ等では、「大麻はタバコやお酒より安
全」などと誤った情報が流れていますが、薬
物には強い依存性と心身への弊害があり、
死に至ることもあります。
「一度くらいなら大丈夫」という安易な気持
ちは持たないでください。正しい知識を持
って、誘われてもキッパリ断りましょう。
大阪府警察　少年大麻

●少年の非行防止等に
　関する相談
グリーンライン（☎06-6944-7867）へ
大阪府警少年課   ☎06-6943-1234問

財政局税務部収税課収納管理グループ
☎06-6208-7783
問

経済戦略局スポーツ施設担当
☎06-6469-3869　   06-6469-3898
問

近畿財務局相談窓口
☎06-6949-6523
申問

市税の納付について、スマートフォンなどか
らインターネットを利用した便利なサービス
をご案内します。
●Web口座振替受付サービス
大阪市税の口座振替・自動払込をパソコン・
スマートフォン・タブレット端末からお申込
みできます。対応金融機関などについては、
大阪市ホームページからご確認ください。
●スマートフォンなどを利用した納付方法
コンビニ収納用バーコードが印刷された納
付書で、 キャッシュレス決済アプリ（Pay 
Pay請求書払い、LINE Pay 請求書支払
い、au PAY等）による納付ができます。
また、大阪市税クレジットカード納付サイト
からクレジットカードによる納付も可能です
（Apple Payも利用可）。詳細や操作手順
については、動画でもご確認いただけます。
その他の対応アプリや納付方
法等、詳細については、大阪
市ホームページからご確認く
ださい。

借金問題解決のための
土・日無料相談会

12/11（土）・12（日）10:00～16:00
近畿財務局（中央区大手前4-1-76）

【定員】 各日16名（申込先着順）
【申込】 随時電話にて受付

日
場

弁護士が相談に応じます。借金問題にお悩
みの方は、この機会にぜひご相談ください。

北スポーツセンター
第１体育場の休館
北スポーツセンター第1体育場（中津3-4 
-27）は空調工事に伴い、11/22（月）～
12/6（月）まで休館します。 ご理解のほどよ
ろしくお願いいたします。

ネットで便利！ 大阪市税

大阪市　市税　納付
動画は
こちらから ▶

要申込

無料要申込

無料

要申込

無料


