
場 所
日時

ゆめホーム「ゆめ」かなえる港区民センター
（弁天2-1-5）

（一財）大阪市コミュニティ協会港区支部協議会
6572-0020

問
合
せ 6572-0274

11月7日（土）、8日（日） 10時～16時

今年は『笑顔が見たい』をテーマとし
た、文化のつどいを開催！生け花・絵画・書道・写真・手工
芸など様々な文化と触れ合うことのできる２日間です。

第��回 港区民文化のつどい
無料・申込不要

※今年はステージを中止させていただきます

講座・イベント

みそづくり教室

日時 12月1日（火）～7日（月）
【午前の部】10時30分～12時30分
【午後の部】13時30分～15時30分

場 所 ゆめホーム「ゆめ」かなえる港近隣センター
（八幡屋1-4-20）

定 員 各6名（先着順）
費 用 1回3,500円 ※5㎏のみそを持ち帰っていただきます

申込 来館、電話 
※参加費用は港区民センターか港近隣センターへ持参

申込期間 10月1日（木）～31日（土）

要申込
おみそは、日本のスーパーフード。手づくりのおみそをつ
かってワンランク上の食生活をはじめましょう。

(一財)大阪市コミュニティ協会港区支部協議会
（弁天�-�-�） 6572-0020

問
合
せ 6572-0274

※都合により変更・中止になる可能性があります

保健福祉課（子育て支援室）
6576-9844

問
合
せ 6572-9514

日時 10月20日（火）、11月17日（火）、1月19日（火）
❶9時45分～10時45分　
❷11時15分～12時15分

場 所 区役所3階 申込 電話

子どもの成長や発達に不安をお持ちの保護者を対象
に、NPO法人「チャイルズ」代表 是澤ゆかりさんによる
相談や情報提供を行っています。

発達が気になる保護者のための
「ピア・カウンセリング」 無料・要申込

Calendar

木22日 ●精神科医による相談 P�

25日 日

●港キッズ大発明会議 P��
●地域献血（磯路） P�

日11日

17日 土

2日 金

金9日

10

18日 日

金16日

6日 火 ●法律相談 P�

水14日 ●花と緑の相談 P�
●地域献血（築港） P�

水21日

26日 月 ●酒害教室 P�

水28日 ●地域献血（三先） P�

木29日

金23日 ●相続・登記・税金・年金・雇用など
　行政なんでも相談所 P�

24日 土

お知らせ

7日 水 ●結核検診 P�
●離乳食講習会
　すくすく赤ちゃん教室 P�

4日 日 ●特定健康診査 P�

3日 土 ●地域献血（池島、八幡屋、港晴）P�
●おもちゃ病院（子育てプラザ）

5日 月

8日 木 ●精神科医による相談 P�

火13日 ●地域献血（市岡、南市岡） P�
●法律相談 P�
●移動図書館
　まちかど号巡回日 P�

金30日 ●学校選択制希望調査票
　締切 P�

月12日

火20日 ●ピア・カウンセリング P�
●法律相談 P�

19日 月

火27日 ●法律相談 P�

10日 土 ●移動図書館
　まちかど号巡回日 P�

��月のトピックカレンダー

1日 木 ●行政相談 P�

15日 木 ●うぇるかむBaby！
　プレママ講座 P�

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、中止する場合があります。詳しくはお問合せください。

窓口サービス課（住民情報）
6576-9963

問
合
せ 6576-9991

学校選択制希望調査票の提出を！
締切は��月��日（金）です
令和3年4月に市立小・中学校に入学される方は全員、希
望調査票を提出してください。通学区域校を希望する方
や、私立・国立を希望する方も必ず提出をお願いします。
詳細は、8月下旬に対象の方に配付した「学校案内」をご
覧ください。

保健福祉課（保健衛生）
6576-9882

問
合
せ 6572-9514

地域名 実施日 実施場所 受付時間
池島
八幡屋
港晴

10月3日(土)
八幡屋商店街
みなと通り側
出入口

10時～16時
（昼続行）

築港 10月14日(水) 築港交差点 10時～16時
（昼続行）

市岡
南市岡 10月13日(火) 港区保健福祉センター 14時～16時

磯路 10月25日(日) 磯路中央公園

三先 10月28日(水)
三先公園
（雨天時
 三先小学校）

10時～
11時30分
12時30分～
16時※

港区では、毎年春季・秋季・冬季に各地域にご協力いた
だき、赤十字血液センターによる献血を実施していま
す。皆様のご協力をお願いします。

秋季地域献血実施のおしらせ

※昼休憩のため中断します
※上記日時等は変更になる場合があります。
　詳しくはお問い合わせください。

保健福祉課（福祉・子育て支援）
6576-9857

問
合
せ 6572-9514

障がい者医療証はうぐいす色→オレンジ色へ、ひとり親
家庭医療証はあさぎ色→桃色へ変わります。こども医療
証の色は変更ありません。対象の方には、10月下旬に新
しい医療証をお送りします。現在お持ちの医療証は11月
1日から使えなくなりますので、10月末までに新しい医
療証が届かない場合はご連絡ください。

医療証を更新します

保健福祉課（保健衛生）
6576-9973

問
合
せ 6572-9514

犬や猫を愛する皆さん、世の中には動物の好きな人ば
かりではありません。他人に迷惑をかけないよう、飼い
主としてのルールやマナーを守り、すべての人が快適に
暮らせる美しいまちづくりにご協力ください。

●犬の登録、狂犬病予防注射は必ず受けましょう
●トイレトレーニングをしましょう
●鳴き声を防止しましょう
●無責任な放し飼いはやめましょう
●愛情と責任をもって終生飼いましょう

��月は「犬・猫を正しく飼う運動」
強調月間です！

窓口サービス課（保険年金・保険）
6576-9956

問
合
せ 6576-9991

11月1日に保険証を更新するため、10月中に新しい保険証
（桃色）を簡易書留郵便にて送付します。10月中に届かない
場合や郵便局の保管期限が過ぎた場合、保険証の記載内
容に変更がある場合は、下記までお問い合わせください。

国民健康保険被保険者証を更新します

土31日

協働まちづくり推進課（市民活動推進）
6576-9734

問
合
せ 6572-9512

10月11日（日）八幡屋公園一帯で開催を予定しており
ました第46回港区民まつりは、新型コロナウイルス感
染症の影響により中止します。プログラムを楽しみにさ
れていた皆様には、誠に申し訳ございませんが、ご理解
いただきますよう、よろしくお願いします。

第��回港区民まつりの中止について

弁天町市税事務所 市民税等グループ

※問合せ可能日時　平日�時～��時��分
   （金曜日は�時～��時）

4395-2953問
合
せ

4395-2810

個人市・府民税（普通徴収分）第３期分の納期限は、11
月2日（月）です。新型コロナウイルス感染症の影響によ
る場合を含み、予測しない失業や前年の6割以下の所
得減少が見込まれる場合は申請により減額・免除され
ることがあります。詳しくは、下記までご相談ください。
市税の納付には、安全・確実・便利な口座振替・自動払
込をぜひご利用ください。スマートフォンから新たに
PayPay請求書払い、au PAY（25万円以下）、
ゆうちょPayによる納付が可能になりま
した！その他の納付方法・詳細について
は、ホームページをご覧ください。

市税の納期限のお知らせ

※こども医療証は、有効期限が令和2年10月31日までの方が
　更新対象です。それ以外の方は引き続きご利用ください。

※別途、Webでの動画配信による代替事業を実施する予定です

※体調のすぐれない方は、ご遠慮ください
※入場時には検温とマスクの着用、参加者・スタッフの
　距離の確保にご協力お願いします

「広報みなと」は毎月１日～４日の４日間（１月を除く）で、港区の各ご家庭・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。
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