平成30年（2018年）6月号
お知
らせ

講座
教室

平成30年度 個人市・府民税の
納税通知書を送付します

平成30年度の個人市・府民税の納税通知書を６
月上旬に送付します。
なお、会社等にお勤めの方(給与所得者)には、勤
務先を通じて税額決定通知書をお送りし、毎月の
給与から個人市・府民税が差し引き(特別徴収)さ
れます。
左記の納期限ま
●納期限
でに納めてくだ
第1期…平成30年7月2日（月）
さい。納期限を
第2期…平成30年8月31日（金）
過ぎると延滞金
第3期…平成30年10月31日（水） が生じる場合が
第4期…平成31年1月31日（木） あります。
問合せ あべの市税事務所
市民税等グループ
（個人市民税担当）☎4396-2953

お子さまとの関わり方を学ぶ５回連続講座です。
象 区
 内在住で子育てが難しいと感じる保護者の方
発達障がいのお子さまを育てる保護者の方
日 時 ９
 月27日
（木）
・10月11日
（木）
・25日
（木）
・
11月８日（木）
・22日（木）
場 所 区役所4階 会議室
申込み ６月４日
（月）～８日（金）
電話または窓口にて受付（定員あり）
問合せ 保健福祉課
（子育て支援）
5階 52 番窓口 ☎6659-9824

講座
教室
対
日

健康講座・
保健栄養コース受講生募集

うつ病の家族教室

無料

家族の方が、
うつ病について正しい知識を学び、
病
気を理解し、
本人への接し方を考えてみませんか。
ま
た、
同じ病気をもつ家族の方と語り合ってみませんか。
対 象 市 内在住（本人、家族いずれかで可）で
うつ病と診断されている方のご家族
日時および内容 2日間コース
（できるだけ2日間参加できる方）
◦7月24日（火）14：00～16：00
・う
 つ病の理解と治療について
（精神科医師による講義）
・家族交流会
◦7月31日（火）14：00～16：00
・家族の対応について（精神科医師による講義）
・問
 題の対処について話し合うグループセッション
場 所 阿 倍野市民学習センター（特別会議室・
第3会議室）阿倍野区阿倍野筋3-10-1300 あべのベルタ3階
締 切 7月17日(火)
定 員 20名程度
申込み 保健福祉課（地域保健活動）
問合せ 2階 22 番窓口 ☎6659-9968

☎6210-9518

無料

あなたはいざという時に大切な子どもたちや家
族を助けることができますか？万一に備えて人工
呼吸やAED（自動体外式除細動器）の使い方など
を学んでみませんか。
日 時 7月2日
（月）14：00～15：00
場 所 区役所2階 集団検診室
講 師 西成消防署
A
定 員 60名
（申込み先着順）
ED
保健福祉課
（地域保健）
申込み
問合せ 2階 21 番窓口 ☎6659-9882
主 催 西成区保健医療福祉協議会 他

専門相談日

秘密厳守
日時

6月1日
（金）
・19日
（火）
・7月6日
（金）
12：45～16：00 定員24名
※当日12：45に抽選で相談の順番を決めます。

6月24日（日）9：30～13：30
（電話予約必要）定員各16名
・22日（金）9：30～12：00
②日曜法律相談 ※予約受付日時（先着順）6月21日（木）
予約専用電話 ☎6208-8805

④行政相談

無料

あなたは薬を飲みすぎてませんか？
時 7月30日
（月）14：00～15：00
所 区役所2階 集団検診室
師 調剤薬局マツモトキヨシ西成店
姜 世吉先生
定 員 60名
（申込み先着順）
保健福祉課
（地域保健）
申込み
問合せ 2階 21 番窓口 ☎6659-9882
日
場
講

みんなでつくろう安心安全まちづくり

月曜日～金曜日
（祝日除く）
9：00～16：00（事前予約必要）

※相談希望日の7日前（土・日・祝日を除く）までにお申し込みください。

6月14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。
◦①②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 ①③④総務課 7階 72 番窓口 ☎6659-9683
②大阪市総合コールセンター なにわコール（年中無休）☎4301-7285

無料

場所
西成区役所
4階会議室
中央区役所
淀川区役所
西成区役所
7階相談室

スーパー

ひったくり防止カバーも
つけたしこれで一安心ね！

象 区内在住の方。
男性も大歓迎！
時 7
 月20日、
8月3日・17日・31日、
9月14日・

講座
教室

問合せ 大阪府商工労働部雇用推進室

③経営相談

無料

21日、10月12日・26日、11月9日
毎金曜日9：30～12：00
（全9回、6回以上受講で修了証発行）
場 所 区役所2階 集団検診室
内 容 健康に過ごすための食生活 他
定 員 30名
（申込み先着順）
申込み 保健福祉課（地域保健）
問合せ 2階 21 番窓口 ☎6659-9882
昨年度 「講座を通じて西成区民の健康状態を
参加者の声 見つめ直すことができてよかった」

【就職差別110番】
採用面接時等の差別について、相談、関係機関
の紹介等を行います。
☎6210-9518
（6月13日
（水）
～15日
（金）10：00～18：00）
E-mail：rosei-g04@sbox.pref.osaka.lg.jp
（Eメールでの相談受付は6月中随時）

①法律相談

講座 薬の講演会
教室 「多すぎる薬と副作用」


～ストップ自転車盗～

就職の面接で、本人や家族の出身地や職業、思
想・信条などについて質問することは、本人に責任
のない事項や本来自由であるべき事項で応募者を
判断することになり、就職差別につながるおそれ
があります。大阪府では、6月を「就職差別撤廃月
間」と定め、啓発事業に取り組んでいます。就職の
機会均等を保障することの大切さについて皆さん
のご理解をお願いいたします。

健康教室
心肺蘇生法体験と予防救急

無料

対

お知 6月は
「就職差別撤廃月間」です
らせ 《しない させない 就職差別》

講座
教室

ペアレント・
トレーニング講座

❶
スーパー

❷

自転車からはなれる時は、必ずカギ
をかけよう。
２重ロックすればさらに
安心だよ。
前かごには
ひったくり防止カバー
もつけようね。

と、
、
、

とられちゃった…

ちょっとの間やし、
カギしなくても
大丈夫かな～。

❸

❹

問合せ 市民協働課 7階 73 番窓口 ☎6659-9734

区役所で教科書（見本）を展示します
保護者や市民の方が教科書を閲覧する機会
を確保するとともに、教科書採択への関心、教
科書や教科に対する一層の理解を深めていた
だくために設置しています。
日 時 6月15日
（金）～7月13日（金）
場 所 区役所1階 区民情報コーナー
問合せ

○教科書採択について
また教科書センターに関すること
教育委員会事務局指導部初等教育担当
☎6208-9177
教育委員会事務局指導部中学校教育担当
☎6208-9187
○教科書の展示場所などに関すること
保健福祉課（子育て支援）
5階 52 番窓口 ☎6659-9824

「にしなり我が町8月号」に掲載する川柳

の作品を募集します。テーマは
「西成区

の地名」です。掲載作品は、広報紙の編集

委員会にて選出します。
対 象 区内在住・在勤の方
応募方法 郵便番号・住所(区内在勤の方は、
勤務先住所・会社名も併せてご記
入ください)・氏名（よみがな）･電
話番号を記入し、ハガキ・FAXまた
は直接区役所7階72番窓口まで。
締 切 6月26日(火)
●自作で未発表のもの。作品は返
還しません。
一人一点に限ります。
●採用された作品の著作権は西成
区役所に帰属します。
申込先 総務課 7階 72 番窓口
問合せ 〒557-8501 岸里1-5-20
総務課「我が町川柳」あて
☎6659-9683 56659-2245

テーマ 虹
滝で見る 光さす虹 笑顔なり
千本南 本地 八重子
釣りあげた 虹ます食べて 最高よ
玉出中 今村 厚雄

（編集委員会選・敬称略）

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

3

