平成30年（2018年）8月号
講座
教室

初心者向けスマートフォン
講座を開催します

講座 平成30年度
教室 「はじめて学ぶパソコン講座」

無料

基本の操作方法・インターネットやアプリの使
い方・安全対策などについて、
スマートフォンに触
れながら学びます。
対 象 スマートフォンを保有していない方
（
「シ
ニアの方」向けの内容となりますが、どな
たでも受講いただけます。）
※本体機器は講師側でご用意します。
日 時 8月28日
（火）14：00〜16：00
場 所 区役所4階 会議室
申込み ①講座名②氏名
（よみがな）③年齢④住所
⑤連絡先（電話・返信用FAX）をご記入の
うえ、往復ハガキ、FAX、窓口
（ 62円ハガ
キ持参）にてお申し込みください。
締 切 8月21日
（火）必着
定 員 20名
（多数の場合は抽選）
申込先 〒557-8501 岸里1-5-20
問合せ 市民協働課 7階 73 番窓口
☎6659-9734 56659-2246

募集

電源の入れ方から文字入力・文書の作成やイン
ターネットの使い方等
対 象 60歳以上の市内在住の方でパソコン初心者の方
日 程 9月7日(金)・14日(金)・21日(金)・
10月5日(金)
（全4回）
場 所 西成区老人福祉センター
時 間 13：30〜15：30
※内容によって若干変わります。
定 員 15名
（応募多数の場合は抽選）
抽選結果は、
「ハガキ」
にてお知らせします。
※初回日に徴収
受講料 無料
（教材費 別途500円程度）
申込締切 8月18日(土)
申込方法 通知用の郵便ハガキ(62円)を持参のうえ
来館、事務室にて本人申込み
※電話・郵便での受付はできません。
問合せ 西成区老人福祉センター（梅南1-4-27）
☎6654-2951

募集

第12回 区民ソフトバレーボール
大会(市長杯予選)参加チーム募集

区内在住・在勤の方で構成しているチーム
9月16日
（日）10：00〜開会
西成スポーツセンター
①一般の部：12歳以上(小学生は除く)の
男女各2名、②女性の部：12歳以上(小学
生は除く)の女性4名、③シニアの部：50
歳以上の男女各2名もしくは女性のみ4
名または男性1名と女性3名、④ファミ
リーの部：30歳以上の男女各1名または、
女性2名と小学生2名
※1チーム4名以上8名以内。審判については、すべ
ての部において相互審判制となります。
締 切 8月31日(金)
申込み 市民協働課 7階 73 番窓口
問合せ ☎6659-9734
対
日
場
内

象
時
所
容

大阪市では、要支援者に対する介護保険の訪問
サービスのひとつとして、掃除・洗濯・買物・調理な
どを行う「生活援助型訪問サービス」を実施してお
り、そのサービスの従事者を養成する研修の受講
者を募集します。
日程、会場等詳細は、大阪市のホー
ムページでご確認いただくか、研修申
込先までお問い合わせください。
問合せ ○研修申込先
関西福祉学院 担当：蒔田（まきた）
☎6306-6162
○大阪市福祉局高齢者施策部介護保険課
指定・指導グループ
☎6421-6310 56421-6608

催し
募集

大阪市明るくきれいな選挙推進
ポスター作品募集

生活援助サービス従事者研修の
受講者を募集します

542mm×382mm
（四つ切）
382mm×271mm
（八つ切）
申込み 各学校へ提出してください。
締 切 9月5日
（水）
問合せ 西成区選挙管理委員会事務局
（西成区役所内）7階 72 番窓口
☎6659-9626

秘密厳守

専門相談日
①法律相談

場所

8月3日
（金）
・21日
（火）
・9月7日
（金）
12：45〜16：00 定員24名

西成区役所
4階会議室

8月26日
（日）9：30〜13：30（電話予約必要）定員各16名
・24日（金）9：30〜12：00
②日曜法律相談 ※予約受付日時（先着順）8月23日（木）
予約専用電話 ☎6208-8805
③経営相談
④行政相談

無料

日時
※当日12：45に抽選で相談の順番を決めます。

都島区役所
此花区役所

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。

8月9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

健康教室 糖尿病のはなし

西成区役所
7階相談室

無料

糖尿病について学び、健康な生活習慣づくりに
ついて考えてみませんか？
日 時 9月18日
（火）14：00〜15：00
場 所 区役所2階 集団検診室
講 師 西成区医師会理事 平井 崇 先生
定 員 60名
（申込み先着順）
保健福祉課
（地域保健）2階 21番窓口
申込先
問合せ ☎6659-9882
主 催 西成区医師会、
西成区役所（西成区保健福
祉センター）、西成区保健医療福祉協議会

催し

花の講習会【秋季】参加者募集

お花に囲まれた、
うるおいのある生活を送りませんか？
開催日
講習内容
申込締切
9月13日（木） 多肉植物の楽しみ方
8月20日
（月）
10月11日（木） 寄せ植えを楽しむ
9月18日
（火）
11月15日（木） ハンギングバスケット 10月22日（月）

13：30〜15：00
西成区花づくり広場（区役所東側）
30名（申込み先着順）
材料費1,500円〜3,000円（毎回徴収）
※内容によって金額が変わります。
申込み ハガキ・FAXにて①氏名②住所③連絡先④
希望する講座
（複数可）
を記入のうえ、
送付し
てください。
お電話での申込みも可能です。
問合せ 〒557-8501 岸里1-5-20
市民協働課 7階 73 番窓口
☎6659-9734 56659-2246
主 催 にしなりジャガピー花の会
時
場
定
費

間
所
員
用

みんなでつくろう安心安全まちづくり
〜夏休み中の防犯講座〜
ひとりでいる時に、車やバイク
などから声をかけられたら…
外めっちゃ
あついやろ〜
クーラーきいて
るで、
乗り〜や

子どもたちは夏休み。
あつくても、
お外で
あそんじゃいますよね。

大阪市親族後見人相談会

ご家族の親族後見人として活動されている方、
ご家族の成年後見制度の利用を検討されている方
を対象に親族後見人の相談会を開催します。
日 時 8月22日
（水）14：00〜16：00
場 所 区役所4階 会議室
定 員 25名
（申込み先着順。
定員になり次第締切）
申込み ハガキ・FAX・電子メールにて。
問合せ 〒557-0024 大阪市西成区出城2-5-20
大阪市社会福祉研修・情報センター3階
大阪市成年後見支援センター
☎4392-8282 54392-8900
電子メール yousei@shakyo-osaka.jp

応募資格 区内小・中・高等学校に在学中の児童および生徒
内 容 明るくきれいな選挙を啓発するポスター
色と大きさ 描画材料・色彩は自由。
大きさは、

講座
教室

車のすすむ方向と反対に
はなれましょう

ちゃんとにげられて
よかった〜
ひとりで歩いている子に声をか
けることがあやしいよね

車と反対ににげよう！
知らない人について
いかない！

じゃがパト隊とおぼえ
た「5つのやくそく」も
思い出してね
※お子さんが周りにいる方は、
子どもに読み聞かせてあげてください。

問合せ 市民協働課 7階 73 番窓口 ☎6659-9734

西成警察署
西成警察署からのお願い
子どもたちの安全を守るために・・・

ご家族・地域の皆さんへ
子どもを狙った犯罪が多発しています。特
に、夏休み期間中は、子ども達だけで行動する
時間が多くなります。被害に遭わないために、
日頃から子ども達と気をつける事を話し合っ
ておきましょう。また、不審者を見かけるなど
した場合は、警察に通報をお願いします。
守りましょう、
守らせましょう 五つの約束

1 一人では遊びません
2 知らない人について行きません
3 連れて行かれそうになったら、大き
な声を出します
4 誰 とどこで遊 ぶか、いつ帰 るかを
言ってから出かけます
5 お友だちが連れて行かれそうになっ
たら、すぐに大人の人に知らせます
問合せ 西成警察署 生活安全課 ☎6648-1234

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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