
広告

体験レッスンにお越し下さい

■  ピアノ Piano
■  声楽 Vocal
■  ソルフェージュ Solfège
■  ヴァイオリン Violine

■  チェロ Cello
■  オーボエ Oboe
■  サックス Saxophone

演奏家として活躍している
講師陣による本格的な
レッスンが受けられます

〒530-0044  大阪市北区東天満 2-9-2  AXIS 南森町ビル別館 4F
大阪地下鉄「南森町」・JR東西線「大阪天満宮」９番出口から地上出てすぐ

https://www.musicamerla.com06-6881-6100 info.musicamerla@gmail.com

初心者の方も大歓迎♪音楽を学びませんか？
※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。

02わがまち北区

2月号（2023/No.321）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。

　 〒530-8216 梅田1-2-2-700 大阪駅
前第2ビル7階　梅田市税事務所市民税等
グループ　☎06-4797-2953

問

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？ 
※ご家族や支援者からの相談も可

予約制無料

第35回北区民卓球大会　
参加者募集

日 2/15（水）・24（金）・3/3（金）
14:00～16:00
北区保健福祉センター相談室
（北区役所内）
場

健康課　
☎06-6313-9968　　06-6362-1099
申問

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。

障がいのある方のストマ用装具・
紙おむつ給付券の再申請
令和4年度のストマ用装具・紙おむつの給
付決定を受けている方で、令和5年4月以降
も引き続き利用される方は、再申請が必要
です。
対象の方には、2月下旬に申請書を送付しま
すので、期日までに申請書と業者作成の見
積書をご提出ください。 申請書の提出後、
給付決定通知書及び給付券は4月1日以降
に送付します。 申請書の提出が4月以降に
なると、申請月の翌月からの給付決定となり
ますのでご注意ください。

無料

日～3/31（金）
大阪市委託医療機関
（直接ご予約ください）

【対象】 5歳から7歳未満で小学校就学前
の幼児
※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

場

クレオ大阪子育て館　
☎06-6354-0106　    06-6354-0277
申問

健康課　
☎06-6313-9882　　06-6362-1099
問

健康課　
☎06-6313-9882　　06-6362-1099
問

福祉課　
☎06-6313-9532　　06-6313-9905
問

無料

3/2（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  ※北区保健福祉センターでの実施は3月ま
でです。 4月以降は委託医療機関のみで実施します

BCG予防接種
日
場

健康・福祉

●中大淀幼稚園正門（大淀中4-10）
　2/1（水）・3/1（水）14:10～15:30
●ローレルタワー梅田東側（万歳町5-12）
　2/11（土祝）10:10～11:00
●中津公園（中津2-8）
　2/11（土祝）11:30～12:20
●北老人福祉センター駐車場（同心1-5）
　2/4（土）・3/11（土）10:30～12:00

移動図書館まちかど号

2月巡回予定

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

バレエの経験がなくても大丈夫。 椅子を
使ってバレエの名曲と共に無理なくストレッ
チし、80代までの元気なからだづくりにつな
げます。

所得税・贈与税・個人事業者の
消費税の確定申告会場

●令和5年度個人市・府民税の申告受
付が始まります
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため
郵送または大阪市行政オンラインシステムに
よる申告（3/15（水）まで）をお願いします。
なお、申告書は、大阪市ホーム
ページで源泉徴収票などをもと
に作成いただけます。

〈窓口での申告〉
2/6（月）～3/15（水）9:00～17:30（金
曜日は19:00まで）※土日祝除く
梅田市税事務所（梅田1-2-2-700大阪
駅前第2ビル7階）

北区役所臨時申告受付会場は開設しません
※受付期間の最初の2週間や午前９時台は混雑が
予想されます。混雑防止のため事前に申告書を作成
のうえお越しください　
※所得税の確定申告等については、北税務署（☎06 
-6313-3371）、大淀税務署（☎06-6372-7221）
にお問合せください

●固定資産税・都市計画税（第4期分）
の納期限は、2/28（火）
梅田市税事務所固定資産税グループ

☎06-4797-2957（土地）、2958（家屋）

市税事務所からのお知らせ

問

北税務署　☎06-6313-3371（代表）
大淀税務署　☎06-6372-7221（代表）
問

日

場

2/16（木）～3/15（水）
9:15～16:00（相談受付時間）
※土日祝除く。 2/19（日）・26（日）は開設
梅田スカイビルタワーウエスト10階
（大淀中1-1-30）

※会場への入場には「入場整理券」が必
要です。 無くなり次第受付終了。 LINE
でのオンライン事前発行が便利です

※上記期間中、税務署内に確定申告会場は開設して
おりません
※感染リスク軽減のため、「ご自宅からのe-Tax（スマ
ホ申告）」をご利用ください

日

場

国税庁LINE公式アカウント ▶

2/13・20・27・3/6（いずれも月曜日）
19:45～20:45（全４回）
クレオ大阪子育て館
（天神橋6-4-20  7階）

【対象】 女性
【講師】 Hiromi氏（ハッピーバレエ・ストレ
ッチ講師）
【定員】 20名（多数抽選）
5,200円（全4回分）

【申込】 2/6（月）まで電話・FAX・ホームペー
ジ・窓口にて受付
※FAXには住所・氏名・年齢・電話
番号・FAX番号を明記　
※締切日以降のお問合せは電話・
窓口のみ

日

場

3/12（日）9:30～
北スポーツセンター（中津3-4-27）

【対象】 3/1現在、区内在住の方、又は区
内に所在する会社に引き続き1年以上在勤
の方（学生・プロは除く）
【定員】 50組100名（申込先着順）
【試合方法】 ①男子ダブルス（混合ダブルス） 
②女子ダブルス
【申込】 2/13（月）～22（水）までFAX・メー
ル・北区役所4階43番窓口にて受付
※メール以外は土日祝除く9：00～17：30
※申込書は北区ホームページからダウンロード可
※FAXでの申込は着信確認の連絡
が必要
※対戦の組合せは、主催者に一任
されます
【主催】 北区体育厚生協会・
北区役所

日
場

HPはこちら ▶

文化・
芸術・講座

ハッピーバレエストレッチ

三味線などの和楽
器で奏でる音楽をお
楽しみください。

和楽器のしらべ

要申込

要申込

無料

政策推進課　
☎06-6313-9743　　06-6362-3821
　 kita-event@city.osaka.lg.jp

申問

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

政策推進課　
☎06-6313-9743　　 06-6362-3821
問

北区生涯学習ルームで
制作された作品を展示します
区内の小学校で実施している生涯学習ル
ームで学ぶ皆さんが制作された作品を展示
しますので、ぜひご覧ください。
2/27（月）～3/3（金）9:00～17:30

※最終日のみ～16:00
区民交流プラザ（北区役所１階）

日

政策推進課　
☎06-6313-9743　　06-6362-3821
問

2/23（木祝）
14:00開演
大阪くらしの今昔館
（天神橋6-4-20）
参加費無料
（別途入館料必要）

日

場

￥

￥

￥

「わがまち北区」2月号は132,900部発行し、1部あたりの発行単価（配布費用含む）は約12.9円です。（そのうち1.1円を広告収入で賄っています。）

福祉課（高齢福祉担当）
☎06-6313-9498　    06-6313-9905
問

身体障がい者手帳などの交付を受けていな
い方でも、65歳以上で、6か月以上の寝たき
りの方あるいは認知症または身体に障がいが
あり、その程度が障がい者手帳所持者に準
ずる場合は、申請により「障がい者控除対象
者認定書」の交付を受けることができます。
認定書を提示し、所得税の確定申告や個人
市・府民税の申告をすることにより税法上の
「障がい者控除」の適用を受けることができ
ます。

障がい者控除対象者
認定書の交付

防衛省自衛隊
採用担当（八木・堤）
☎06-6373-0435

申問

防衛省自衛官採用説明会
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高橋ビル２階）

【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

日
場

要申込

無料

HPはこちら ▶

HPはこちら ▶

手話奉仕員養成講座（初級）
受講者募集
初級修了後は、中・上級に進むことができ、
中・上級修了後、手話奉仕員（ボランティア）
として聴覚障がい者への支援にかかわるこ
とができます。真剣に手話に取り組みたい
方を募集します。
日合同開講式：4/13（木）
講習会：4/13（木）～令和6年2/15（木）
毎週木曜日 ※全38回
合同修了式：令和６年2/15（木）
いずれも18：45～20：20
北区民センター第1・2会議室
（北区役所隣）

【対象】 市内在住・在勤の高校生以上の手
話初心者

場

3,300円（DVD付テキスト代）
【定員】 30名（多数抽選）
【申込】 3/22（水）必着、往復はがきにて受付 
※住所・氏名(ふりがな)・電話番号・メールアドレス・
勤務先(市外居住者のみ)・「手話奉仕員養成講座
申込」と明記
【主催】 大阪市聴言障害者協会
【主管】 北区聴言障害者協会

〒530-8401 北区役所福祉課
（手話初級係）　
☎06-6313-9857　　06-6313-9905

申問

要申込

無料

ニュースポーツデーを
開催します
誰もが楽しめる「ユニバーサルスポーツ」を
多くの方に知っていただくためにボッチャ等
の体験会を開催します。 運動が苦手な方も
ぜひ！
2/19（日）13:00～16:00
北スポーツセンター（中津3-4-27）

【対象】 ニュースポーツに関心のある方
【持ち物】 体育館シューズ（上履き）
【定員】 50名（当日先着順）
【主催】 北区スポーツ推進委員協議会

日
場

無料

大阪くらしの
今昔館
ホームページ ▶

HPはこちら▶

場


