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にしなりジャガピーパーク
月
6 月の予定

世界銀行主催の研修会
−途上国の政府関係者等が大勢来訪−
「世界銀行」は途上国の貧困削減と生活水準向上などを目的に、途上国政府
や企業に融資やノウハウの提供を行って支援する国際連合の専門機関の1つ
で、世界189か国が加盟し、米国の首都ワシントンＤ.Ｃ.に本部を置いています。世界銀行が途上国の政
府や自治体の関係者を対象とした研修を日本で開催しました。4月25日には西成区役所4階の会議室で
講義と議論を行い、
午後からはあいりん地域を視察し、
翌日も会場を変えて、
議論が行われました。
アジ
ア、アフリカ、中南米など13か国から、大臣補佐官や市長といった人たちが46人参加し、世界銀行の関
係者を加えると総勢70人を超えました。写真は私がウエルカムスピーチをしている時の風景ですが、
彼らがそれぞれの国、地域で今後活躍するうえでの参考となるよう、地域の住民、団体など関係者が一
堂に参画してボトムアップで取り組む西成区での事例を、
地域の方、
特区構想の有識者の先生方が紹介
しました。
本当に熱心な質疑、
議論が行われました。
この研修が少しでも役に立つこととともに、
西成区
の事例が世界に広まり、
西成区のイメージアップにつながっていくことを願っています。

西成区民応援デー

セレッソ大 阪 を 応 援 しよう！

日 時 ７月22日
（日）19：00キックオフ
対戦相手 浦和レッズ 場 所 ヤンマースタジアム長居
席種・価格 ホームサポーター自由席

大人
1,500円（通常前売り価格2,200円）
小中学生 500円
（通常前売り価格 800円）
購入方法 購入方法が変更になりました。
パソコンまたはスマートフォンで、セレッソ大阪
オフィシャルチケット
「応援デー専用」サイトから
お申し込みください。
※お1人様5枚まで。販売枚数に達し次第、優待販
売は終了。
当日、会場での引換えはありません。

西成情報局
平成30年 春の叙勲・褒章
長きにわたり活躍されたご功績により、次
の方が受章されました。心よりお祝い申し上
げます。
【叙勲】
瑞宝小綬章 上村 良次さん
（元 近畿経済産業局産業部長）
瑞宝双光章 住谷 誠次さん
（現 民生・児童委員）
平成29年度こどもの読書活動推進支援事業

「読了冊数最多賞」の
表彰状贈呈式を行いました
西 成 区 で は、
1年
間に読了する目標を
定め、当該冊数を超
える読書を行ったお
子さまを対象に読書
賞を授与する「西成
区こどもの読書活動推進支援事業」を実施し
ています。
この度、
４名の方が読了冊数最多賞
を受賞されました。
おめでとうございます！
小学校1・2年生の部 ―（年間読了冊数：449冊）
橘小学校
森田 花奈さん
小学校3・4年生の部 ―（年間読了冊数：416冊）
玉出小学校
張本 陽菜さん
小学校5・6年生の部 ―（年間読了冊数：402冊）
岸里小学校
山側 晏輝さん
中学生の部―――――（年間読了冊数：120冊）
梅南中学校
矢引 理緒さん

朝ごはんを食べよう！

6月6日
（水）10：00〜7月20日
（金）
チケットに関する問合せ

セレッソ大阪事務局（代行事務局）
☎6110-5657
問合せ
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ただけます。
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
募集

総務課 7階 72 番窓口
☎6659-9683
「応援デー専用」
サイト

「こども食堂」の補助金交付
団体を随時募集します！
西成区では、食を通じ
た団らんの中で、子ども
同士や地域の大人と関わ
りながら、安心して過ご
すことができる
「こども
食堂」の活動が区内各地域に広がるように支
援し、子どもの居場所づくりを行っています。
今年度は、おおむね区内11小学校区に1ヶ
所ずつ「こども食堂」が運営されることを目指
し、
「こども食堂」の開設や運営、ネットワーク
化に要する費用の一部を補助金により支援す
る「こども食堂支援事業」がスタートしました。
当初募集では、区内2小学校区において5団
体を事業補助交付団体として、また、1団体を
ネットワーク化補助交付団体として決定しま
した（詳しい情報は西成区ホームページでお
知らせしています）
。
さらに、補助金交付団体の随時募集（ 2回
目）を行いますので、積極的なご応募をお待ち
しております。
詳しい情報は、ホームページの西成区「こど
も食堂支援事業」補助金交付募集要項をご覧
いただくか、直接担当へお問い合わせくださ
い。
第2回募集期間 6月15日
（金）まで
問合せ 保健福祉課
（子育て支援）
5階 52 番窓口 ☎6659-9824

レシピコン テスト 募 集 ! !

今回は「私でも作れる、野菜を
使ったかんたんでおいしい朝食レ
シピ」
を募集します。
大阪市では今年度から、
「 かし
こく食べよう！ゲンキをつくろ
う！」
をスローガンに、さらに食育
を推進しています。それを受けて
西成区においても皆さんのとって
おきのアイディアを募集します。
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販売期間

応募資格 【小学生の部】区内在住の小学生

【一般の部】 区内在住、
在勤、在学の方
募集期間 6月18日
（月）〜7月13日（金）消印有効
応募方法 応募用紙により、
テーマに沿ったレシピ（自作で未発表のも

の）と料理の写真（ 2Ｌ版・横）またはイラスト（Ａ5判・横）を
添えて送付、または直接持参により提出してください。
応募用紙 区役所2階21番窓口
（地域保健）のほか、子育て支援セン
ターなどで配布しています。また、西成区のホームぺージか
らもダウンロードできます。
その他 入賞者(1作品に一人)には、
表彰状と副賞、応募者全員に参
加賞をさしあげます。
（地域保健）2階 21 番窓口 ☎6659-9882
問合せ 保健福祉課

無料

介護予防ポイント事業の登録者を
募集しています

介護予防ポイント事業は、
65歳以上の方が特別
養護老人ホームや保育所などの施設で、要介護者
等への介護支援活動や保育所のお手伝いを行うこ
とで、活動実績に応じてポイントが付与され、蓄積
したポイントを換金することができる事業です。
この事業への参加には、登録時研修を受講し、参加
登録を行うことが必要です。
〜登録時研修〜
日 時 6月16日
（土）10：00〜12：00
場 所 大阪市社会福祉研修・情報センター
（出城
2-5-20）
定 員 45名
（申込み先着順）
申込み 電話・FAX・郵送・電子メールにて
問合せ 大阪市社会福祉協議会
介護予防ポイント事業担当
〒543-0021 天王寺区東高津町12-10
☎6765-5610 56765-3512
メール：kypoint@osaka-sishakyo.jp
募集

西成区第九合唱団 団員募集

レッスン
（全15回）の後、大阪フィルハーモニー
会館メインホールで公演を行います。初心者の方、
大歓迎‼
日 時 6月中旬ごろ〜12月の水曜日
（計15回）
19：00〜20：30
最終リハーサルは12月8日（土）、公演は
12月9日（日）の予定
場 所 区民センター ホール
参加費 9,000円
（中高生4,500円）
※楽譜は自己負担となります。
※申込み後の返金はありません。
申込み (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
問合せ 市民協働課 7階 73 番窓口 ☎6659-9734

「第3次大阪市食育推進計画
計画」
」
が
スタートしました！
大阪市では、
「 第2次大阪市食
育推進計画」の最終年度にあた
る平成29年度に実施した評価
から得られた課題等を踏まえ
て、継続的に食育を推進するた
め、平成30年3月に「第3次大阪市食育推進
計画」
（ 平成30年度から6カ年計画）を策定
しました。
詳しくは大阪市ホームページ『第
3次大阪市食育推進計画』をご覧ください。
問合せ 保健福祉課
（地域保健）
2階 21 番窓口 ☎6659-9882

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

