平成30年（2018年）11月号
講座
教室

いきいき百歳体操サポーター養成講座を開催します

無料

本講座はいきいき百歳体操を地域で実践するサポーターを養成することを目的にしています。みんなで
元気な百歳をめざしましょう。
対 象 区内在住の方で講座に3回とも出席できる方。
講座終了後、区内で活動できる方。
場 所 区役所2階 集団検診室
定 員 10名
（申込み先着順） 締 切 12月7日（金）
日程
12月12日（水）
12月18日（火）

時間
13：30〜15：30

12月21日（金）

内容
かみかみ百歳体操の実践と効果について
いきいき百歳体操の実践と効果について
サポーターからの地域活動紹介
しゃきしゃき百歳体操実践

講師
歯科衛生士
理学療法士
サポーター・保健師

ひったくり防止カバー
無料取付
キャンペーン
前かご付自転車でお越しください。
日 時 11月12日
（月）
、
12月11日
（火）

取付 11：00〜
（※雨天中止）
場 所 区役所庁舎東側検診車スペース
数 量 各日100台
（先着順）
問合せ 市民協働課 7階 73 番窓口

☎6659-9734

申込み・問合せ 保健福祉課
（地域保健活動）2階 22 番窓口 ☎6659-9968

講座
教室

子育ておうえん講座

無料

講座
教室

一時保育あり

「子どもと笑顔でかかわるために」をテーマに、
子どもへのかかわり方のこつを一緒に考えましょう。
対 象 乳幼児の子どもの保護者
育てにくさを感じている保護者
日 時 12月12日
（水）10：00〜12：00
場 所 区役所4階 4-6会議室
講 師 藤川 典子さん
（子どもの発達相談室あお
いとり室長・言語聴覚士）
申込み 電話・FAXまたは直接窓口で受付
定 員 30名
（申込み先着順）
一時保育 ご希望の方は、
11月28日（水）までに、電
話・FAXまたは直接窓口で受付
一時保育定員 20名
（申込み先着順）
申込先 保健福祉課（子育て支援）5階 52 番窓口
問合せ ☎6659-9824 56659-9468

「 じんけん いろは楽習
無料
講座 『子どもとのかかわり
一時保育あり
教室 〜子どもの人権と
エンパワメント〜』」を開催します

花と緑の講習会
〜松竹梅の寄せ植え〜

日 時 12月19日
（水）14：00〜15：30
場 所 西成区民センター ホール
講 師 「にしなりジャ

ガピー花の会」
のボランティア
の 皆 さ ん・八 幡
屋公園事務所
3,000円
※当日ご持参く
ださい。
窓口に設置の申込書にてお申し込みくだ
さい。
50名
（申込み先着順）
11月12日（月）〜30日
（金）

費 用

申込み
定 員
申込期間

（定員になり次第締め切りとさせていただきます）

問合せ 市民協働課 7階 73 番窓口

催し

☎6659-9734

所得税の年末調整説明会を
開催します

主 催 にしなりジャガピー花の会

対 象 源泉所得税の徴収義務者のうち西成区内

催し

の法人・個人事業者
内 容

○平成30年分の所得税の年末調整のしかた
○所得税の法定調書および個人住民税の給与支払
報告書などの作成・提出方法について
※税務署より事前に関係書類をお送りしている場
合は、関係書類をご持参ください。
日 時 11月28日
（水）
13：30〜15：30（年末調整説明会）
15：40〜16：40（消費税軽減税率制度説明会）
場 所 西成区民センター（岸里1-1-50）
※車でのご来場はご遠慮ください。
問合せ 西成税務署
（源泉所得税担当）
☎6659-5139

被災された方の所得税について等
の説明会を開催します

災害により被害を受けられた方の所得税法上の
取扱いと、消費税軽減税率制度についての説明会
を開催します。
日 時 11月13日
（火）午前の部 10：00〜11：00
午後の部 13：00〜14：00
※午前の部、午後の部とも同内容です。
場 所 西成区民センター2階 会議室2-3
（岸里1-1-50）
※会場の収容人数（ 30名）を超えた場合には、受付
を終了する場合があります。
問合せ 西成税務署 個人課税第1部門
☎6659-5135

秘密厳守

専門相談日
①法律相談
②ナイター
法律相談

日時

場所

11月2日
（金）
・20日
（火）
・12月7日
（金）
12：45〜16：00 定員24名

西成区役所
4階会議室

※当日12：45に抽選で相談の順番を決めます。

11月8日
（木）18：00〜21：00 定員40名
※当日受付開始までに来場された方で相談順を抽選、以降先着順。
受付は会場準備が整い次第開始します（17：30予定）。

11月25日（日）9：30〜13：30
（電話予約必要）定員各16名
※予約受付日時
（先着順）
③日曜法律相談
11月21日（水）
・22日
（木）9：30〜12：00
予約専用電話 ☎6208-8805
④行政相談

無料

11月8日
（木）13：00〜15：00 申込不要
国の仕事に関するご相談に行政相談委員が応じます。

相談者が多数の場合は、受付時間内でもお断りすることがあります。
市民の方は、他の区役所においても相談を受けることができます。
①②③の相談時間は、お一人30分間です（相談後の弁護士記録作成時間等含む）。
問合せ ①④総務課 7階 72 番窓口 ☎6659-9683
②③大阪市総合コールセンター なにわコール（年中無休）☎4301-7285

中央区民
センター
中央区役所
大正区役所
西成区役所
7階相談室

地域活動や子育てにおいて、子どもの人権を尊
重し、子どもの力を引き出すかかわりについて考
えてみませんか。
日 時 11月28日
（水）10：00〜12：00
場 所 区役所4階 4-5・7会議室
講 師 奥村 仁美さん
（公益社団法人子ども情報
研究センター 理事）
申込み 電話、
FAX、
送付または来庁にて、
講座名・
氏名・住所・連絡のつく電話番号・FAX番
号（お持ちの方）を、問合せ先までお知ら
せください。
締 切 11月20日
（火）
必着
定 員 30名
（申込み先着順）
一時保育 乳幼児
（6カ月〜小学校就学前）
申込者の氏名・住所・電話番号、
お子さまの
氏名・年齢を、
講座申込みの際に担当へお
知らせください
（11月14日
（水）
必着）
。
問合せ 市民協働課
（人権担当）7階 73 番窓口
☎6659-9734 56659-2246

催し

「介護就職デイINあべのハルカス
介護合同就職面接会＆説明会」を
開催します

ハローワーク阿倍野、大阪東、
大阪西の3所合同の「介護就職
デイ 介護合同就職面接会＆説
明会」を開催します。
「 働きやす
い介護施設」を目指す15社が集
合します！
日 時 11月8日
（木）13：30〜16：00
（受付は15：30まで）
場 所 あべのハルカス会議室
阿倍野区阿倍野筋1-1-43
あべのハルカス25階
参加事業所 15社
（予定）
募集職種 介護職・看護職・その他
問合せ ハローワーク阿倍野人材確保対策コーナー
☎4399-6007（内線44＃）

催し

合同労働相談会（土曜労働相談会）
を開催します
無料 秘密厳守

解雇、
ハラスメント、労働条件などで
お悩みの方、労働問題の専門家が集結
し、解決のお手伝いをします。また、
「こ
ころの相談」も同時に開催します。
日 時 11月10日
（土）
11：00〜17：45
（受付は17：00頃まで）
場 所 あべのわかものハローワーク セミナー
ルーム
（あべのルシアスオフィス棟10階）
阿倍野区阿倍野筋1-5-1
相談時間 最大40分
（事前予約あり）
主 催 大阪労働相談・個別労働紛争解決制度関
係機関連絡協議会
予約 大阪労働局雇用環境・均等部指導課
問合せ ☎6949-6050

新聞を購読されていない方で
「にしなり我が町」
の配布を希望される場合は、
お申し出ください。
点字版もあります。 総務課 ☎6659-9683 56659-2245
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