にしなり我が町 No.270
西成区長

今月18日
（日）には第44回の区民まつりが開催されます。第1面に掲載していますが、例年
通りの賑やかなお祭りになります。パレード、こどもみこし、模擬店、民謡総踊りなど楽しい

古い住宅の建替え・解体の
補助制度があります！

一定の要件を満たす建替え・解体・防災空地整備
に要する費用の一部を補助します（限度額あり）。
①集合住宅への建替え：古いアパートや長屋な
どを集合住宅に建替える場合、設計費・解体
費・共同施設整備費の一部を補助
②戸 建住宅への建替え：
「 特に優先的な取り組み
が必要な密集住宅市街地」
（ 優先地区）
におい
て、売買で取得した隣地とあわせて戸建住宅へ
建替える場合、
設計費・解体費等の一部を補助
③解体：優先地区において、幅員4ｍ未満の道路
に面する昭和25年以前建築の木造住宅
（重点
整備エリアでは幅員6ｍ未満の道路に面する
昭和56年5月31日以前建築の木造住宅）を解
体する場合、
解体費の一部を補助
④防災空地整備：優先地区内の重点整備エリア
において、幅員6ｍ未満の道路に面する昭和
56年5月31日以前建築の木造住宅を解体し
防災空地として活用する場合、解体費・空地整
備費の一部を補助
（土地の固定資産税・都市計
画税は非課税になります）
問合せ ①② ③都市整備局耐震・密集市街地整備
受付窓口 ☎6882-7053
④都市整備局企画部住環境整備課
☎6208-9234

「禁酒関所」
露の眞

「抜け雀」
桂 春若


仲入り
「蔵丁稚」
桂 歌之助

「笠碁」
 笑福亭 生喬

募集

西成区民文化祭
参加者・協力者募集

問合せ

（一財）大阪市コミュニティ協会西成区支部協議会
区民センター１階 コミュニティ事業事務室
☎6652-8461

日頃のつながりから見守り活 動 へ
～災害時にも強い地域づくりを目指して～
日 時 12月8日
（土）14：00～16：00（開場13：30～）
場 所 区民センター ホール
内 容 パネルディスカッション

「西成つながり名簿」と見守り活動について
活動報告と意見交換
・橘地域 ・津守地域 ・山王地域
コーディネーター
・NPOさくらネット 代表理事 石井 布紀子さん
定 員 300名
（先着順）
問合せ 西成区社会福祉協議会
（見守り相談室）
☎4967-4682 56656-0668
Eメール csw＠nishinari-shakyo.jp

無料

日
場
費

時 11月30日
（金）18：30開演 17：45開場
所 区民センター
用 1,300円
（ 65歳 以 上 の 方、

身体障がい者手帳などをお
持ちの方は800円）
定 員 80名
申込方法 当 日、
17：45からチケット
を販売します（先着順）。

企画運営

（一財）大阪市コミュニティ協会西成区支部協議会
西成寄席実行委員会

問合せ

（一財）

大阪市コミュニティ協会西成区支部協議会
区民センター１階 コミュニティ事業事務室
☎6652-8461

講座
教室

区民文化祭で音楽発表会・演
芸発表会に出演される方、作品
展に出展される方を募集します。
対 象 区 内在住・在勤の方で
構成されるグループま
たは個人
日 時 1月27日
（日）10：00～17：00
※時間は変更される場合があります。
場 所 区民センター
内 容 音楽発表会・演芸発表会・作品展
申込み 下記事務室で配布する申込用紙を提出し
てください。
※応募者多数の場合は抽選。
締 切 11月20日
（火）
（受付 平日9：15～17：45）
※運 営ボランティア募集。詳しくはお問
合せください。

西成区つながり・支えあい推進フォーラム

西成寄席

第91回
「狸さい」
月亭 遊真


日

初心者向け
無料
スマートフォン講座を開催します

時 12月3日
（月）14：00～16：00

※詳しくはお問い合わせください。
申込み 市民協働課 7階 73 番窓口
問合せ ☎6659-9734

催し

「マナーアップキャンペーン
児童絵画展」を開催します

西成区未来わがまち推進会議が「マナーとモラ
ルの意識の高いまち にしなり」をテーマとし、区
内小学校を対象に募集した絵画を展示します。
日

時

11月13日
（火）
～25日
（日）9：00～17：30
※土・日・祝日は休み。ただし、延長窓口および日
曜開庁のため16日（金）は9：00～19：00、25
日（日）は9：00～17：30
場 所 区役所１階 区民ロビー
問合せ 市民協働課 7階 73 番窓口
☎6659-9734

11
にしなりジャガピーパークは

平成30年11月から
平成31年2月まで
閉園時間が16：30になるヨ！

時

みのる

西成区は、
ふるさと寄附金を活用し、西
成の地名の起こりと西成の先人の遺業や
由緒ある事跡を顕彰する石碑を設置しま
した。
西成区ＰＲ大使 六代 桂文枝さんをお
迎えして、
建立記念式典を開催します。
日 時 11月18日
（日）11：30～
（15分程度）
雨天決行、荒天中止
開催場所 区役所１階 庁前広場
※観覧の申込みは不要です。
問合せ 総務課 7階 72 番窓口
☎6659-9977

12

よこぜき

解と交流の輪を広げ、障がいのある人もない人もみんなで楽しく交流するイベントです。今
年で22回目の開催になりますが、長年続いてきたことは本当に素晴らしいことだと思いま
す。すごく楽しいです。皆さん、土曜日のお昼、ぶらりとのぞいてみてはいかがですか。

西成区顕彰碑建立記念式典

お知
らせ

横関 稔

楽しい秋が
やってきた！

催しが山盛りです。昨年は雨のため中止せざるを得ませんでしたが、今年こそは皆さんと楽
しいひと時を過ごすことができると思っています。どうか雨が降りませんように！
また、10日（土）にはあったかハートフェスティバルが開催されます。障がいについての理

2018 にしなりジャガピーパーク

11月（時間 10：00～16：30）
開催日カレンダー

月

火

水

木

金

土
3

日
4

10 11
17 18
23 24 25

間 10：00～16：30 雨天決行

（平 成30年11月 ～ 平 成31年
2月は16：30終了）
場 所 もと津守小学校・幼稚園
問合せ 保健福祉課
（子育て支援）
5階 52 番窓口
☎6659-9824

西成区広報紙
「にしなり我が町」
・西成区役所ホームページバナーの広告募集中です。
詳しくはホームページをご覧いただくか、
お問い合わせください。総務課 ☎6659-9683

