
うごく！

記事を動画でみてみよう！
「離乳食講習会」
「健康レシピ」

※インターネット接続料金は閲覧者負担です。
電波状況などにより正常に動作しない場
合があります。アプリ自体の不具合などに
ついては、港区役所では対応しかねます。

無料アプリ「COCOAR2」を
スマホやタブレットにダウンロード。
　　　マークの記事全体にかざすと、
動画が再生されます。

ココアルツー
動画をみる方法動画をみる方法

うごく！

このマークが
ある記事に
かざすだけ！

2・3ページをチェック！

2 「広報みなと」は毎月1日～4日の４日間（１月を除く）で、港区内の各ご家庭・事業所のポストまで委託業者が直接お届けします。届かない場合はご連絡ください。点字版や音声版もあります。

各種申込時の【必要事項】 イベント名、郵便番号、住所、氏名（ふりがな）、年齢（学年）、電話番号（FAX番号）、往復ハガキの場合は返信用宛先みなとカレンダー
2019 7月

●認知症学ぼう会
●区役所ごみ分別相談
　13時30分~15時30分
　（区役所1階）　

●お楽しみ会
（港図書館）

●築港地域防災学習会
　19時~（水上消防署）

●離乳食講習会
　すくすく赤ちゃん教室
●赤ちゃんのお楽しみ会
（港図書館）

●シュライカー大阪
　ホームゲーム港区民デー
●おもちゃ病院
　13時~15時（子育てプラザ）

●ヤハタヤバル
　13時～21時
　（八幡屋商店街）

●移動図書館まちかど号
　巡回日（天保山第5コーポ）

●お楽しみ会
（港図書館）

●「みなとキッズ」
　地域の子育てサロン

●移動図書館まちかど号
　巡回日（港近隣センター）

●ピア・カウンセリング
●区役所ごみ分別相談
　13時30分~15時30分
　（区役所1階）
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夏のボランティア体験　～みんないっしょにボランティア体験しちゃお！～夏のボランティア体験　～みんないっしょにボランティア体験しちゃお！～
「ボランティアしてみたいけれど…」「どんな活動があるの？」と思っているあなた。この機会に、ちょっと体験してみませんか？

7/19（金）19時～20時30分

日時 グループ名（内容） 場所（住所） 対象（募集人数） 持ち物
市岡日本語教室
日本語練習中の外国の方とお話してみませんか？

港区民センター２階
（弁天2-1-5）

高校生以上
（人数制限なし） 筆記用具

7/25（木）13時～15時 パソコン苦楽部
パソコンをみんなで一緒に楽しみましょう

港区社会福祉協議会１階
（弁天2-15-1）

どなたでも
（２～３名）

タオル・お茶
動きやすい服装で参加してください

エプロン
※昼食の提供あり

パソコン
※持参できない方も参加ＯＫ

7/28（日）13時～15時30分 ハピネスグループ
子どもから高齢者まで気軽に集まれる「ふれあい喫茶」のお手伝い

港区子ども・子育てプラザ
（磯路2-11-10）

小学２年生以上
（人数制限なし） 上履き、もしくはスリッパ

8/3（土）11時～12時 おはなしぷーさん
ヨーヨー釣り、スーパーボールすくいなど出店のお手伝い

波除市営第２住宅
7・8号棟集会所（波除4-8）

小学３年生以上
（5名） なし

8/3（土）13時～15時 おおさか みなと おもちゃ病院
おもちゃの修理を体験してみませんか？

港区子ども・子育てプラザ
（磯路2-11-10）

中学生以上
（４名） 筆記用具

8/6（火）10時30分～12時 港区健康教室　歌体操
大きな声で合唱したり、体を動かしたりしましょう

港区老人福祉センター
（夕凪2-5-22）

小学１年生以上
（人数制限なし）

8/7（水）13時～15時30分 港区食生活改善推進員協議会　桜栄会
3歳児検診の待ち時間に、子どもたちと一緒に遊びましょう♪

港区役所２階栄養室
（市岡1-15-25）

小学３年生以上
（５名） エプロン

8/8（木）9時50分～13時 ボランティアグループひまわり
高齢者の食事サービスでテーブルセッティング、配膳などの体験

港区老人福祉センター
（夕凪2-5-22）

小学３年生以上
（5名）

8/5（月）～9（金）
13時15分～14時15分

デイサービスセンターさくら
デイサービスセンターでの夏祭りのお手伝い♪

（社福）波除福祉会　４階
（波除5-4-7）

中学生以上
（各日３名） なし

7月30日（火）
18時30分～20時15分
（18時開場）
ゆめホーム「ゆめ」かなえる
港区民センター　1階ホール
400名
「子どもの貧困・虐待をめぐる実態
 ～みんなで考える　地域の子どもたちへ～」
辻 由起子さん
（大阪府子ども家庭サポーター）
当日直接会場へ
お越しください
（先着順）

7月1日（月）～18日（木)
ゆめホーム「ゆめ」かなえる港近隣センター　ロビー

7月1日（月）～12日（金）
港区役所　１階区民ギャラリー
7月1日（月）～30日（火）
ゆめホーム「ゆめ」かなえる港区民センター　ロビー

日時
場所

日時
場所

日時
場所

問合
電話

協働まちづくり推進課（市民活動推進）
6576-9886　　　6572-9512FAX

イベント 明るい社会をつくろう
第６９回社会を明るくする運動
強調月間の取組みについて

無料

7月2日（火）14時30分～15時30分
三先老人憩いの家
認知症サポート医
たかせクリニック　髙瀨 卓志医師
30名（先着順・当日まで受付可）
電話、FAX
※住所、連絡先、氏名をお知らせください
港区南部地域包括支援センター
6536-8162　　　6536-8172

日時
場所
講師

定員

問合

申込

電話 FAX

「物忘れと認知症って違うの？」「認知症って予
防できるの？」などをテーマにお話をします。

認知症について学びませんか？
認知症学ぼう会

7月6日（土）13時キックオフ
丸善インテックアリーナ大阪
（田中3-1-40）
シュライカー大阪vs湘南ベルマーレ
試合当日、会場エントランスのチケッ
ト販売所にて、港区に在住・在勤・在
学である証明（運転免許証、健康保
険証、名刺、学生証など）を提示
※全席自由席
先着100名様
※お1人様1枚まで。予定枚数終了次第、受付
終了となります。未就学児童は保護者1名につ
き1名まで無料（膝上・座席なし）となります
シュライカー大阪事務局
6684-5777　　　6685-2139

日時
会場

対戦
対象

定員

問合
電話

イベント 地元チームを応援しよう！！
フットサル「シュライカー大阪」
ホームゲーム  港区民デー開催！

講　座

①7月２３日（火） 14時～16時
②7月３０日（火） 14時～16時
①うつ病の理解と治療について／家族交流会
②家族の対応について など
市内在住（本人・家族のいずれかで可）
でうつ病と診断されている方のご家族
大阪市保健所　第４会議室
（あべのメディックス１0階）
電話（20名先着順）７月１８日（木）締切
保健福祉課（地域保健活動）
６５７６-９９６８　　　６５７２-９５１４

日時

内容

場所

対象

問合
申込

電話 FAX

家族の方が、うつ病についての正しい知識を学びます。

家族のうつ病について学ぼう
うつ病の家族教室 無料
講　座

８月２４日（土） セミナー１４時～１６時
個別相談１６時～１６時３０分
福島区民センター３階 ３０１会議室
〈セミナー〉先着５０名〈個別相談〉１０組（１組３０分
※要予約）※個別相談会のみの参加はできません
電話、FAX、メール※住所・氏名・電話番号・
個別相談会参加希望者は相談内容をお知ら
せください　７月５日（金）～８月９日（金）受付
福島区役所　企画総務課４Ｆまち魅力推進
6464-9976　　　6462-0792
tc0012@city.osaka.lg.jp

日時

場所
定員

申込

問合
電話
メール

FAX

空き家でお困りですか？
空き家の管理・活用・
リフォームセミナー、個別相談会

無料
講　座

日時

場所 申込
問合
電話 FAX

相談スタッフとしてNPO法人「チャイルズ」代表 是澤
ゆかり氏を迎え、子どもの成長や発達に不安をお持ち
の保護者を対象に、相談や情報提供を行っています。

子どもの成長・発達の相談
発達が気になる保護者のための
「ピア・カウンセリング」実施中

無料

無料

子育て

おはなしサークル「プー」による人形
劇、絵本やいろいろな遊びのコーナーで楽し
みましょう。※出張ブックスタートも同時開催
します。参加を希望される
方は港区役所子育て支
援室（6576-9844）にて
ご予約ください。

7月11日（木）10時30分～12時
ゆめホーム「ゆめ」かなえる港区民セ
ンター１階ホール　
就学前の子育て世帯　
港区主任児童委員連絡会
港区みんなと子育てしチャオ会
港区社会福祉協議会
6575-1212　　　6575-1025

日時
場所

対象

問合

主催

電話 FAX

「みなとキッズ」地域の子育てサロン合同開催！
無料

子育て

保健福祉課（福祉）
６５７６-９８５７　　　６５７２-９５１４

問合
電話 FAX

対象者には現況届の用紙を送付していま
す。まだ提出されていない方は、早急に下記
へ提出してください。提出されない場合は、
令和元年６月分（令和元年１０月支払い
分）以降、手当の支給が停止されます。
そのまま２年が経過すると、時効となり受給
権がなくなりますので、ご注意ください。

児童手当現況届の提出はお済ですか子育て

①7月18日（木）13時30分~
②7月28日（日）13時30分~
①・妊娠中の食生活について
　・先輩ママに聞こう！　など
②・赤ちゃんを知ろう！
　・抱っこ、オムツ交換、沐浴にチャレンジなど
妊婦とパートナー
区役所2階　集団検診室
保健福祉課（地域保健活動）
6576-9968　　　6572-9514
※パートナーの方の参加も大歓迎です。

日時

内容

場所
対象

問合
電話 FAX

マタニティー期の生活や子育ての準
備など、みんなで楽しく学びます♪

プレママ・プレパパこんにちは
うぇるかむBaby！プレママ講座 無料
子育て

区内の小学生による運動標語の書道・
ポスター展示と優秀作品の表彰・展示

日時

場所

講師

定員
内容

申込

講演会※手話通訳あり

7月6日（土）開催の「Fリーグ2019/2020 ディビ
ジョン1」第8節湘南ベルマーレ戦にて、応援デー
「港区民デー」を実施いたします。シュライカー大
阪のホームゲームを、
地元の区民の皆様に
ご観戦頂くために、先
着100名様を無料ご
招待いたします。

犯罪や非行のない明るい社会を築こうとす
る法務省主唱の全国的な運動で、7月を強
調月間としています。

7月3日（水） 13時30分～15時 
区役所2階 集団検診室
月齢5～7か月の赤ちゃんと保護者
保健福祉課（保健衛生）
6576-9882　　  6572-9514

日時

問合
電話 FAX

場所
対象

離乳食のすすめ方のお話をします。
参加者どうしの交流も楽しいですよ♪

離乳食の悩みや不安を解消！
離乳食講習会すくすく赤ちゃん教室
子育て

無料
申込不要

※次回は8月2日（金）に開催

うごく！ 詳しくは本ページ左下参照

7月16日（火）、9月17日（火）、10月15日（火）、
11月19日（火）、2020年1月21日（火）
①9時45分～10時45分②11時15分～12時15分
区役所３階　　　電話（予約制）
保健福祉課（子育て支援室）
6576-9844　　　6572-9514FAX

●１コース２日間辻 由紀子さん

※優秀作品は、港区民センターロビーに展示します


