
広告 広告

まずは家具の固定から！ 
【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。

1月号（2022/No.308）

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。

普段買い置きし
ているトイレット
ペーパー。備蓄
したいけど、か
さ張りますよね。
そこで便利なの
が長巻のトイレ

ットペーパー。メーカーにもよりますが、通常、
シングルで１ロール約60ｍのところ、なんと
約250mのものを発見！！
早速、家族4人で使用してみると、１ロールで
20日間持ちました。単純計算で、19ロール
で１年分！ これならスペースを気にせず多
めに保管できます。非常用トイレとセットで
トイレットペーパーも工夫して備
えています。
ジシン本担当・章子

トイレとセットで考えよう！

すまいの安全点検

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 1/23（日） 問

子育て

ジシン本
HPはこちら▶

なかなか進まない家具の固定。新しい固定
グッズやアイデアを学んで、すぐできる対策
から始めてみませんか？
※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

1/22（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】1/４（火）～18（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

キッズプラザ大阪5Fキッズプラザホー
ル（扇町2-1-7）

【対象】 どなたでも（就学前の子どもは保護
者同伴）
【定員】各回50名（当日先着順）
※当日9:30～実施場所にて1日分の参加券を配付、
代表者1名につき5枚まで
入館料大人1,400円、小人（小・中学生）
800円、幼児（3歳以上）500円

【協力】一般社団法人こども感動体験プロ
ジェクト協会

1/30（日）11:00～11:30／13:30～
14:00

日

場

あっ！と驚く、不思議
がいっぱいのサイエ
ンスショーへようこ
そ☆モジャ博士と一
緒に実験しながら、
サイエンスの世界を

楽しもう！ どうぞみなさまでご覧ください。

問

キッズプラザ大阪
☎06-6311-6601　    06-6311-6605

￥

問

モジャ博士のサイエンスショー

冬のおたのしみ会

HPは
こちら ▶

北図書館
☎06-6375-0410　   06-6371-3177
申問

1/22（土）11:00～11:45
北図書館2階読書室（本庄東3-8-2）

【内容】 絵本を中心にパネルシアターなど
【対象】 小学生までの子どもと保護者
【出演】 絵本の会北
【定員】 20名（申込先着順）
【申込】 1/6（木）～21（金）まで電話・来館
にて受付
※年始は1/5（水）から開館します。1/4（火）9:00ま
では返却ポストはご利用いただけません

日

日

場

要申込無料

「お餅の、のど詰め」
 に注意！

曽根崎警察署・天満警察署におきましては、
「安心して暮らすことのできる安全なまち北
区」の実現に向け各種防犯活動に取り組ん
でまいりますので、皆さまのご支援・ご協力
をお願い申し上げます。

警察だより
あけましておめでとうございます。
本年も、大阪市北区を管轄する大淀警察署・

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

消防だより

びん
ちゃん

めい
ちゃん

あけましておめでとうございます。 
本年もよろしくお願いします。
この時期、食べる機会が増えるものに「お
餅」があります。 ついつい食べすぎてしまい
ますが「のど詰め」には、くれぐれもご注意を。 
あわてずによく噛んで、食べましょう。
【お知らせ】
1/6（木）  消防出初式
1/17（月）防災とボランティアの日
（1/15～21防災とボランティア週間）
1/26（水）文化財防火デー 
北消防署　

☎06-6372-0119
問

戸籍登録課
☎06-6313-9963　　06-6362-3822
問

今年４月に、小・中学校へ入学されるお子さ
まがいるご家庭に、就学通知書を送付して
います。1月11日（火）までにお手元に届いて
いない方は、お問合せください。

届いていますか
新1年生の就学通知書

【対象】 ●小学校…平成27（2015）年4月
2日から平成28（2016）年4月1日までに生
まれたお子さま
●中学校…令和４（2022）年3月に小学校
卒業見込みのお子さま
※外国籍のお子さまについては、北区役所に入学申
請書を提出された方に送付しています
※国立・私立の学校等へ入学される方は、就学通知
書と学校が発行する入学許可証を持って、区役所へ
届出をしてください
【適正な就学について】 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。

2/17・24・3/3・3/10（いずれも木曜日）
10:00～12:00（全4回）
宝塚大学大阪 梅田キャンパス
（芝田1-13-16） 

【対象】 区内在住の2/17時点で生後2～5
か月の赤ちゃん（第1子）とお母さん（初めて
このプログラムに参加する方）
【定員】 10組（申込先着順）
テキスト代1,100円（税込）

【申込】 1/6（木）～電話・窓口にて受付
健康課

☎06-6313-9968　    06-6362-1099

場

要申込

親子で交流しながら少し先を見通した子育
てについて一緒に考えてみませんか？

親子の絆づくりプログラム
赤ちゃんがきた！

￥

申問

詳細は
消防局HP▶

●令和4年度個人市・府民税の
申告受付
北区役所臨時申告受付会場は開設しません
令和４年度個人市・府民税の申告受付会場
を2/4（金）から梅田市税事務所にて開設し
ます。開設から２週間程度は窓口が大変混
み合うことが想定されますので、あらかじめご
了承ください。 また、感染症拡大を防止する
ため、郵送や大阪市行政オンラインシステム
による申告をお願いします。
2/4（金）～3/15（火）9:00～17:30
（金曜日は19:00まで） ※土・日・祝日除く
梅田市税事務所（梅田1-2-2-700大阪
駅前第2ビル7階）

※所得税の確定申告等の受付は行っておりませんの
で、詳しくはお住まいの地域を管轄している税務署
（北税務署 ☎06-6313-3371、大淀税務署 ☎
06-6372-7221）へお問合せください 

●個人市・府民税（普通徴収分）の
第4期分の納期限は1/31（月）
梅田市税事務所市民税等グループ　

☎06-4797-2953

市税事務所からのお知らせ

問

日

場

人権相談

犯罪被害者等支援
のための総合相談

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）

　 市民局人権企画課
☎ 06-6208-7489　
　 06-6202-7073

受付／月～金 9:00～21:00
　　　日・祝日 9:00～17:30

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。

問

　　  大阪市人権啓発・相談センター
☎ 06-6532-7830　
　 06-6531-0666
　 7830@osaka-jinken.net

申問

要予約

日曜法律相談 1/23（日）
9:30～13:30

天王寺区役所
（天王寺区
真法院町20-33）

予約受付：1/20（木）・21（金） 
9：30～12：00
予約専用電話  ☎06-6208-8805
　 大阪市総合コールセンター
☎06-4301-7285
問

無料

相談内容 日　時 場　所 問い合わせ先

その他の相談

ナイター法律相談 1/18（火）
18:30～21:00

北区民センター
（北区役所隣）

　 大阪市総合コールセンター
☎06-4301-7285

※受付開始時（18:00～）に順番を抽選。抽選後空きがある場合は先着順（必ずマスク着用）

問
当日受付 ※

　　  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）

　　  大阪府行政書士会北支部
☎06-6105-3219（平日9：00～17：00）

申問

申問

　　  全日本不動産協会
大阪府本部北支部
☎06-6373-1511（平日10:00～15:30）

無料

要予約

要予約

要予約

相談内容 日　時 問い合わせ先

司法書士相談

北区役所での相談

1/12（水）13:00～16:00
※事前に電話予約

要予約行政書士相談 1/26（水）13:00～16:00
※事前に電話予約外国人のビザ手続・帰化、

建設業・民泊等の各種
営業許可などの相談

法律相談 1/19（水）・2/2（水）
13:00～17:00
※当日9:00から電話予約

1/26（水）13:00～16:00
※事前に電話予約

　　  政策推進課（広聴担当）
☎06-6313-9683
申問

申問

問

行政相談 1/20（木）13:00～15:00
※予約不要

　 政策推進課（広聴担当）
☎06-6313-9683
問

不動産相談

2/1(火)14：00～16：00
１階区民交流プラザ及び
その周辺へお越しください。

花と緑の相談　
～花木や草花の
　園芸相談～

　 扇町公園事務所
☎06-6312-8121　  06-6312-3403


