
広告

正しい姿勢と歩き方
～骨盤を整えて元気に美しく～

※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。

04わがまち北区

9月号（2022/No.316）イベントの中止・延期等は、ホームページなどでご確認ください。

北区広報紙「わがまち北区」の点字版の送付をご希望の場合は、お申し出ください。　　政策推進課　☎06-6313-9474
なお、音訳版（CD）をご希望の方は「北区ボランティア・市民活動センター（北朗バラの会）」までお申し出ください。　　☎06-6313-5566

問
問

「令和４年就業構造基本調査」
を実施します

財政局税務部収税課収納管理グループ
☎06-6208-7783　　06-6202-6953
問

ベストな不動産会社の見分け方　
気を付けよう！ 悪い不動産業者
に騙されない為に！
経験のある宅建士が、楽しく、分かりやすく
お話します。
9/11（日）13:00～15:00
住まい情報センター3階ホール
（天神橋6-4-20）

【内容】 第1部 正直不動産「騙されたらあ
きまへんで！」
第2部 こんな広告「チラシ」には気をつけや
第3部 不動産無料相談会（講演会終了後）
【申込】 9/9（金）まで
ホームページにて受付

健康・福祉

総務課　☎06-6313-9558　   問

●中大淀幼稚園正門（大淀中4-10）
　9/7（水）・10/5（水）14:10～15:30
●ローレルタワー梅田東側（万歳町5-12）
　9/10（土）10:10～11:00
●中津公園（中津2-8）
　9/10（土）11:30～12:20
●北老人福祉センター駐車場（同心1-5）
　9/10（土）10:30～12:00

移動図書館まちかど号

9月巡回予定

中央図書館自動車文庫
☎06-6539-3305  　06-6539-3336
問

ネットで便利！ 大阪市税
●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
いただけます。対応金融機関等については、
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、au PAY、LINE 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）。その他の対応
アプリや納付方法の詳細につ
いては、大阪市ホームページか
らご確認ください。
●「納期限のお知らせ」メール配信
大阪市メールマガジンに登録したパソコン
や携帯電話に、大阪市税の納期限1週間
前および前日に納期限をメールにてお知ら
せします。納付のうっかり忘れを防止するた
めにも、ぜひご登録ください。

要申込

文化・
芸術・講座

10/1現在で就業構造基本調査を実施しま
す。 この調査は、日本の就業・不就業の実
態を明らかにすることを目的としており、統
計法（国の統計に関する基本的な法律）で
回答が義務付けられている、国の重要な統
計調査です。 調査結果は、雇用政策、経済
政策など、国や地方公共団体における各種
行政施策の企画・立案のための基礎資料
として活用されます。
調査をお願いする世帯には、9月下旬に顔
写真付きの調査員証を携行した統計調査
員が伺い、調査書類をお配りします。 パソコ
ンやスマートフォンを使って、簡単にインタ
ーネットで回答することが可能となっていま
すので、調査の趣旨をご理解いただき、ご回
答をお願いします。

大阪市国保加入者のうち、40歳以上の方
（年度内に40歳になる方を含む）を対象に、
生活習慣病の発症や重症化を予防するた
めに無料で受診できる特定健診を実施して
おり、対象の方には、緑色の封筒で「受診
券」を送付しています。 年末から年度末に
かけて予約が混雑しますので早めの受診が
オススメです！
40歳未満の方が受けられる健
診もありますので、詳しくは大阪
市ホームページをご覧ください。

特定健診を受けて健康に！

保険年金課　
☎06-6313-9956　   06-6362-3822
問

大阪くらしの今昔館　
☎06-6242-1170　
    06-6354-8601

問

【内容】 採用制度の概要説明、入隊（入校）
後の教育内容、生活や魅力の紹介

9/21（水）・10/1（土）9:30～11:00
北区保健福祉センター（北区役所内）

【対象】 大阪市国民健康保険加入者（40歳
以上）、大阪府後期高齢者医療制度加入者
【持ち物】 受診券・健康保険被保険者証・
個人票（国保の方）

日
特定健診

場

健康課　
☎06-6313-9882　   06-6362-1099
問

北区大淀地域包括支援センター　
☎06-6354-1165
問

無料
HPは
こちら ▶

HPはこちら ▶

精神科医師による
精神保健福祉相談

こころの変調に気付いたら専門家に相談し
てみませんか？

予約制無料

日 9/21（水）・10/7（金）14:00～16:00
北区保健福祉センター相談室（北区役所内）

※ご家族や支援者からの相談も可能です
場

健康課　
☎06-6313-9968　　06-6362-1099
申問

認知症区民向け講演会
「認知症と自動車運転」
高齢者、認知症ドライバーに直面した家族、
支援者はどう寄り添うべきか、道交法の動向
などを踏まえて学んでいきます。 ※手話通訳有
9/29（木）14:00～16:00
住まい情報センター3階ホール
（天神橋6-4-20）

【対象】 認知症に興味のある方
【講師】 宇高不可思氏（一般財団法人住友
病院特別顧問）
【定員】 150名（当日先着順）
【主催】 北区認知症高齢者支援ネットワー
ク連絡会（にこりんく）

無料

公益社団法人全日本不動産協会大阪
府本部　☎06-6947-0341
申問

北区担当広報官（八木・堤）　
☎06-6373-0435
申問

健康課　
☎06-6313-9882　　06-6362-1099
問

無料

10/6（木）・11/10（木）10:00～11:00 
北区保健福祉センター（北区役所内）

【標準的な接種年齢】  生後5～8か月の乳児
【持ち物】 母子健康手帳・予防接種手帳・
ベビーカー用の錠・バスタオル（脱衣・着衣
の際に使用します） ※委託医療機関でもBCG
予防接種を受けることができます

BCG予防接種
日
場

10/10（月祝）
北スポーツセンター第1・2体育館
（中津3-4-27）

【定員】  バドミントン１コート最大10名×4コ
ート、卓球1コート最大8名×5コート（多数抽
選）※小学生以下は保護者同伴必須
【申込】 9/6（火）～10/3（月）まで電話・来
館にて受付

バドミントン・卓球開放DAY
日
場

●ガレージセール・イン・OSAKA TOWN
11/3（木祝）11:30～14:30（雨天中止）
大阪城公園太陽の広場（中央区大阪城３）

【募集数】 20店（多数抽選）　
※北区20店（全区480店）
【申込】 9/16（金）まで往復はがき（必着）に
て受付 ※往復はがきには「大阪城ガレージセール
担当」・住所・氏名（ふりがな）・生年月日・電話番号・
出品するものを明記
●北区RRRフェスティバル
12/4（日）10:30～14:30（雨天中止）
扇町公園（扇町1、2）

【募集数】 160店（多数抽選）
【申込】 9/30（金）まで ①各町会の廃棄物減
量等推進員に直接申込み ②往復はがき（必
着）にて受付 ※往復はがきには「北区ガレージセ
ール担当」・住所・氏名（ふりがな）・生年月日・電話
番号・出品するものを明記

ごみ減量・リサイクルおよび環境問題の意
識を高めることを目的に、ごみ減量フェス
ティバルを開催します。このイベントで、家庭
で不要となった品物の有効活用を目的とし
たガレージセールを開催するにあたり出店
者を募集します。
【出店資格】 区内在住で営利を目的としな
いアマチュアの方
【出店品】 家庭で不要となった品物
※出品できないものもあります

要申込無料

日
場

日
場

環境局東北環境事業センター
〒533-0006 東淀川区上新庄1-2-20　
☎06-6323-3511　　06-6370-3951

申問

日
場

全日大阪

整体ストレッチとともに「正しく歩く」ことを
学び、骨盤の歪みを整え、健康づくりにチャ
レンジしましょう。靴の履き方、靴紐の結び
方から学ぶことができます。
9/30・10/7・14・21・11/11・18・12/2
（いずれも金曜日）10:30～12:00（全７回）
クレオ大阪子育て館（天神橋6-4-20 7階） 

【講師】 朝比奈優氏（「正しい姿勢と歩き方」
インストラクター・シューフィッター）
【定員】 25名（申込先着順）
7,700円（全7回分）

【申込】 9/29（木）まで電話・
FAX・ホームページにて受付
※FAXには住所・氏名・電話番号を明記

￥

日

場

HPは
こちら ▶クレオ大阪子育て館　

☎ 06-6354-0106　   06-6354-0277
申問

北スポーツセンター　
☎ 06-6359-0700　   06-6359-0701
申問

健康課　
☎06-6313-9882　   06-6362-1099
問

北区社会福祉協議会　
☎06-6313-5567　   06-6313-2921
北区役所福祉課　
☎06-6313-9498　   06-6313-9905
※この取組は大阪市が北区社会福祉協議会に委
託して実施しています

問

麻しん・風しん（MR）2期
予防接種を受けましょう
麻しん（はしか）は感染力が極めて強い感染
症です。 1回の接種では免疫がつかなかっ
たり、免疫が持続せずに麻しんにかかってし
まうことがあります。 2回の接種で98～99
％の子どもに麻しんと風しん両方の免疫が
つきます。

地域で見守りが必要な方に
同意確認書類をお送りしています
要介護認定を受けている方、障がいをお持
ちの方など日常生活や災害時に手助けが
必要な方に対し、平成27年度から「要援護
者名簿」に登載するための同意確認の書類
を北区全域にお送りしています。皆様のご
理解・ご協力をお願いします。
◎見守りが必要で書類送付をご希望の方
は、問合せ先にご連絡をお願いします。

～3/31（金）
大阪市委託医療機関（直接ご予約ください）

【対象】 小学校就学前の幼児（5～7歳未満）
※委託医療機関は、大阪市ホームページでご確認く
ださい
※大阪市より交付している予防接種
手帳の予診票をご利用ください
※新型コロナウイルス感染症の発生
に伴う定期予防接種の接種期間の
延長も行っています

日
場

無料

HPは
こちら ▶

ごみ減量フェスティバル　
ガレージセール
出店者募集

大阪くらしの今昔館は天井改修工事完了
に伴い、開館準備のため9/27（火）から
10/28（金）まで休館いたします。 全面開
館は10/29（土）です。 
詳しくはホームページをご覧ください。

大阪くらしの今昔館
休館のお知らせ

要申込無料

平日9:00～17:30
自衛隊大阪地方協力本部梅田募集案
内所（芝田2-1-21髙橋ビル2階）

日
場

防衛省自衛官採用説明会
要申込無料

要申込無料
HPは
こちら▶

日
場


