
04わがまち北区

8月号（2022/No.315）

「わがまち北区」8月号は132,000部発行し、1部あたりの発行単価（配布費用含む）は約18.6円です。（そのうち1.1円を広告収入で賄っています。）

「私の好きな北区」「みんなに教えてあげたい北区」の
写真や動画を募集しています。ハッシュタグ「#キタフ
レ」「#kitakufriend」をつけてインスタグラム（Insta-
gram）に投稿してください。素敵な投稿を北区役所
公式インスタグラム（@kitaku_osaka）や「わがまち
北区」紙面でご紹介します。

　　　　    の投稿募集

mahalo369さん
是非見てください
飛行機も
#虹に飛行機
#今日の夕陽は最高
#暑さ忘れたひと時
#空を見上げる
#大阪 #キタフレ
#飛行機大好き 
#虹大好き
#空をじーっと見る

daisyogunさん
#大阪市中央公会堂 
in osaka
31July_先月 pic
#中之島 #北区 #大阪
#レトロ建築 
#建築探訪
#キタフレ 
#kitakufriend 
#自転車のある風景 
#自転車

ギネス世界記録
に挑戦！
10万枚の感謝状 
専用サイト ▶

みんなの

感謝状
【募集期間】

2022年9月30日（金）まで

北区役所では感謝状を持った写真を集めて、
ギネス世界記録®に挑戦中！ 
目標は10万枚です。区民の皆さんに、
“大切な何か”への感謝の気持ちを聞きました。

　このまちでバーを営んで33年。 開店当時は
高級店が集まる社交場でしたが、近年は悪質な
客引きが増加しています。 このままでは北新地
の未来が危ないと、みんなが安心して楽しめるま
ちづくりに取り組んできました。
　約6年前からは堂島観光（株）の工藤道也代
表のご協力により、悪質な客引きの取り締まりを

強化。 皆さまのお力添えによ
り、継続できています。 これ
からも北新地が「憧れのま
ち」であり続けられるよ
う、力を合わせていきま
しょう。

　現役時代に練習の拠点だった韓国で、クリ
スチャンになりました。 コーチに誘われて教会
のクリスマス行事に参加。 そこで神様の存在
がストンと心に降りてきたんです。
　現在は天満でテコンドースクールを主宰し
ながら、介護福祉グループの社員として高齢
者の健康指導をしています。 生まれたことや
人との出会いも神様が与えてくだ
さったもの。 聖書の「すべてのこ
とに感謝しなさい」との教えを
胸に刻み、活動しています。

北新地社交料飲協会 
会長 

東司丘 興一さん
（としおか・こういち）

シドニー五輪
テコンドー銅メダリスト
ロングライフ
ホールディング（株）
エグゼクティブ
マネージャー 
岡本依子さん

北新地の安心安全に貢献された
堂島観光（株）の工藤道也さんへ

すべてのことを
与えてくださる神様へ

外国人の　こどもが　日本の　学校へ

入るには　てつづきが　いります。　

2023年４月に　「大阪市立小学校」 ・ 「大阪市立中学校」 へ

入りたいときは　北区役所で　てつづきを　してください。

学校へ　入ることが　できる　こども
○小学校 「2016年   ４月２日から   2017年   ４月１日までに   生まれた   ひと」

○中学校 「2023年　３月に　小学校を　卒業する　ひと」

てつづき
①8月15日ごろに　北区役所から　「入学のご案内」 を　送ります。

②「入学のご案内」 の   みぎがわの   「入学申請書」 を   書いてください。

③9月30日までに　北区役所へ　持ってきてください。　

　ゆうびんで　送ることも　できます。

○「入学のご案内」 を  持っていない  ときは  北区役所へ  きいてください。

○「学校選択制」 （入る   学校を   えらぶ   しくみ） についての　

　書類　は　９月に　送ります。

○入る　学校は　12月31日までに　北区役所が

　 「就学通知書」 で　知らせます。

わからないことは　

「北区役所　戸籍登録課　１階　２番窓口
☎06-６３１３-９９６３」 へ　きいてください。

外国人の  こどもが  日本の  学校へ  入る  
てつづきに  ついて （お知らせ）
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みんなで公園活用事業（パークファン）

2022天神天満阿波おどり

●5人制タグラグビー
腰につけたタグを取り合いながら
ラグビー体験！ タックルをしないの
で、ぶつかり合うというリスクはあり
ません。 お子さまからご高齢の方
まで、みんなで交流しながらプレー
しましょう♪
9/10（土）10:00～12:00

　 扇町公園（扇町1、2）

●阿波おどり教室【初心者大歓迎】
①8/7（日） ②8/20（土）
いずれも18:00～20:00
①大淀コミュニティセンター
（本庄東3-8-2）
②北区民センター（北区役所隣）

【講師】 大阪天水連
【申込】 電話・FAX・メールにて受付
※FAX・メールには氏名・年齢・電話番号・
参加希望日を明記

記念すべき10周年で、3年ぶりに阿波
おどりが天神天満に戻ってくる！
10周年記念事業も開催予定です。

無料 ●親子deわくわく体験♪
　生きる力を育む色彩知育®

建設局公園緑化部調整課　
☎ 06-6469-3820
　 06-6469-3895

問
詳細は
パークファン
公式HP▶

日
場

日

場

　 8/21（日）14:20～18:00（予定）
天神橋筋四番街・天神橋筋3丁目・
天神橋筋2丁目各商店街（14:20～
16:20）、天神橋筋2丁目商店街、
大阪天満宮（16:20～18:00）

日
場

要申込

無料

●天神天満阿波おどり
　フォトコンテスト
【テーマ】 2022天神天満阿波おどり
【応募締切】 9/16（金）
【主催】 天神天満阿波
おどり実行委員会、天神
橋筋商店連合会（2・3
丁目）、天神橋筋四番街
商店街、関西阿波おど
り協会

徳島県関西本部　☎06-6251-3273　　06-6251-3380
　 kansaihonbu@pref.tokushima.jp
申問

色を視て色を感じて、手遊びやふれあい遊
びなどを楽しみませんか？ 自由に過ごせる
空間を用意してお待ちしています♪ 汚れて
も良い服装でお越しください。

9/28（水）10:00～、12:00～、15:00
～（各1時間）
扇町公園（扇町1、2）

日

場

無料

応募規定の
詳細は
天神天満
阿波おどりHP ▶

踊


