
新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、中止する場合があります。詳しくはお問い合わせください

浪速区・港区・西区合同
「2021第37回 なにわ人権展」
浪速区・港区・西区合同
「2021第37回 なにわ人権展」
新型コロナウイルス感染症が感染拡大している今、“じ
ぶんごと”として考えてほしい“じんけん”について、過去
の歴史や正しい知識や情報とともに考えてみません
か？今回の「なにわ人権展」はいつでもどこでもなんど
でもご覧いただけます！

消しゴムはんこを作って手紙を
送ってみよう！
消しゴムはんこを作って手紙を
送ってみよう！
港弁天郵便局の池山局長さんが先生になって「消しゴ
ムはんこ」を教えてくれます♪

11月9日から15日は秋の全国火災予防運動期間です。
これから火災が発生しやすい時期を迎えます。火の元
点検とあわせて、感染防止のために手洗いうがいをお
忘れなく。期間中は、港区内にて街頭広報等を予定し
ています。

感染症に関する差別の歴史や同和問題（部落差別）に
ついて、わかりやすく解説します。紙のリーフレットは区
役所や区民センターに配架しています！

「コロナ禍時代の人権」を始め、4つのテーマのパネルを
中心にデジタルでお届けします。

コロナ禍で女性やシングルマザーへの食支援を通じた
活動から深刻化する現状についてお伝えします。

❶ よんで知ろう！ －デジタルリーフレット－

❷ みて知ろう！ －オンラインパネル展－

❸ くわしく学ぼう！ －オンライン講演会－

より詳しく知るために「見て」「聞いて」考えることので
きる映像を公開します。

❹ ともに考えよう！ －オンライン映像―

開講期間 2022年4月から2023年3月

受付時間 9時～17時
土日も対応します

会場 〒542－0012
大阪市中央区谷町9-4-5 
新谷九ビル 3F
防衛省自衛隊
谷九募集案内所

募集種目 防衛大学校、防衛医科大学校（医学科・看護学科）
航空学生、一般曹候補生、自衛官候補生
高等工科学校、予備自衛官（技能、一般）

申込 資料請求、説明会への参加希望等、詳しく
は下記から！

申込期間 10月20日(水)から12月8日(水)15時まで
※申込み多数の場合は抽選、初めての方優先入学有

申込方法 郵送、持参またはホームページ

講座内容 歴史・語学・文化・自然・美術・
暮らしなど６0科目

受講料 年額60,000円
※科目によっては特別教室使用料等の
費用が別途負担有

日時 11月25日（木） 9時30分～11時

場所 港区社会福祉協議会

対象 どなたでも

申込 電話、FAX、メール、来館
名前・住所・電話番号・年齢をお知らせください

定員 5名 （先着順）

テーマ シングルマザーと女性の貧困
～コロナ禍で深刻化したこと～

講師 山口絹子さん
（NPO法人 しんぐるまざあず・ふぉーらむ・関西理事長）

（A）「ハンセン病の歴史と回復者の生活」
（B）「SDGｓから考える肉と私たちの食生活」

❷ ❸ ❹ の公開日は12月1日です

問
合
せ

協働まちづくり推進課 （教育・人権啓発）
6576-9975 6572-9512

問
合
せ

港区社会福祉協議会 （担当 森田）
6575-1212 6575-1025
himawari@minatoku-shakyo.com

無料・要申込

募集

地域でのまちづくり・コミュニティづくりなどの社会参
加活動、創造的でより豊かな生活を実現しようとするシ
ニアを支援します。

認定NPO法人 大阪府高齢者大学校
2022年度受講生募集
認定NPO法人 大阪府高齢者大学校
2022年度受講生募集

防衛省自衛隊採用説明会のご案内防衛省自衛隊採用説明会のご案内

問
合
せ

認定NPO法人 大阪府高齢者大学校・募集委員会
〒540-0006
大阪市中央区法円坂1-1-35
アネックスパル法円坂(大阪市教育会館)内
6360-4471 6360-4500

問
合
せ

防衛省自衛隊 谷九募集案内所
〒542－0012
大阪市中央区谷町9-4-5 新谷九ビル 3F
6762-4075
080-2411-0383 （担当 山口 （ヤマグチ））

※コロナ感染症予防対策を講じて開講いたします

子育て

問
合
せ

保健福祉課 (保健衛生)
6576-9882 6572-9514

※その他の日程についてはホームページをご確認ください

離乳食講習会
すくすく赤ちゃん教室
離乳食講習会
すくすく赤ちゃん教室
日時 12月1日（水） 13時30分～15時

場所 区役所 2階 集団検診室

対象 月齢5～7か月の赤ちゃんと保護者

対象 どなたでも

日時 11月19日（金）～1月19日（水）

場所 港図書館 図書展示コーナー

無料・要申込

無料・申込不要

図書館からのお知らせ

消防署からのお知らせ

図書展示「セレッソ大阪
本を読んで、人生を豊かに！
～読書推進プロジェクト～」展

図書展示「セレッソ大阪
本を読んで、人生を豊かに！
～読書推進プロジェクト～」展

対象者 統合失調症と診断された方のご家族

日時 11月19日 （毎月第3金曜日）
14時～16時

場所 区役所 2階 集団検診室

内容 精神科医の話、家族同士の交流など
※詳細のプログラムについてはお問合わせ下さい

ご家族が統合失調症という病気を理解し、接し方を学
ぶことは、ご本人の回復に役立ちます。日頃抱えている
不安や悩みなどを、一緒に話し合ってみませんか。ご参
加お待ちしています。

家族教室家族教室

問
合
せ

保健福祉課（地域保健活動）3階33番
6576-9968 6572-9512

移動図書館まちかど号巡回日移動図書館まちかど号巡回日

秋の火災予防運動を実施します秋の火災予防運動を実施します

日時 11月13日（土） 13時5分～13時45分
場所 港近隣センター （八幡屋1-4-20）

日時 11月9日（火） 12時50分～13時40分
場所 天保山第5コーポ2号棟前 （築港3-3）

問合せ 中央図書館自動車文庫 6539-3305

問
合
せ

ゆめホーム「ゆめ」かなえる港図書館 （弁天2-1-5）
6576-2346 6571-7915

問
合
せ

港消防署 水上消防署
6573-0119 6574-0119

● 令和3年度防火標語 
　「人と人　つなぐ命は　防火から」

健 康

※生活保護受給者および市民税非課税世帯の方は、接種当日
に確認できる書類をご持参いただくと無料になります

インフルエンザ予防接種のお知らせインフルエンザ予防接種のお知らせ

問
合
せ

保健福祉課 （保健衛生）
6576-9882 6572-9514

期間 令和4年1月31日（月）まで
場所 委託医療機関及び

委託介護老人保健・福祉施設 （入所者のみ）

接種回数 1回 費用 1,500円

対象 ● 満65歳以上の市民の方
● 満60歳以上65歳未満の方で、心臓・
腎臓・呼吸器の機能や免疫の機能に自
己の日常生活が極度に制限される程
度の障がい（身体障がい者手帳1級相
当）を有する市民の方

要申込

※委託医療機関へ電話などでお申込みください

生活保護受給者：保護決定通知書等
非課税世帯の方：介護保険料決定通知書
　　　　　　　  （保険料段階が１～４段階に限る）等

「なにわ人権展」特設サイト▶

大阪市は、セレッソ大阪と連携協力に関する包括協定
を締結し、様々な分野においてそれぞれの活動の充実
を図り、地域連携を積極的に推進しています。大阪市
立図書館とセレッソ大阪は、読書を通じて豊かな心を
育むことを目的とし、協働してさまざまな活動を実施
しています。今回の図書
展示はセレッソ大阪の選
手や関係者のみなさん
のおすすめ図書を展示
いたします。直接会場へ
お越しください。

【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

［　　 ］広報〈2021/No.306〉11月号
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