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ジャガピーパークで
元気よく！

よこぜき

横関 稔

今年も暑い夏がやってきました。６月には地震、先月に
は大雨により、各地で大きな被害が発生しました。亡くな
られた方、ご家族には心からお悔みを申し上げます。ま
た、被害を受けられた方にはお見舞い申し上げます。
西成区ではもと津守小学校、幼稚園を活用して、ジャガ
ピーパークを開催しています。８月の開催日は第１面に掲
載しています。泥んこ遊びや水遊び、火遊び、高木から吊
り下げられたブランコ、室内ではピンポンなど、自由にのびのび遊べる場所
です。パソコンを使ってプログラミングの勉強もできます。もちろん居場所
としてゆっくりと過ごすこともできます。ジャガピーパークに是非ご来場
ください。夏のよい思い出ができると思います。

オリックス・バファローズ

京セラドーム大阪で行われる
オリックス戦観戦チケットを抽
選でプレゼント！奮ってご応募
©ORIX Buﬀaloes
ください！
対象試合 8月30日
（木）18：00開始 日本ハム戦
8月31日
（金）18：00開始 西武戦
9月1日
（土）14：00開始 西武戦
9月2日
（日）13：00開始 西武戦
席 種 内野自由席
定 員 各試合30組
（60名）

「にしなり我が町10月号」に掲載する川
柳の作品を募集します。テーマは
「虫の
声」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、

応募方法

 ガキに観戦希望の試合日・郵便番号・住
ハ
所・氏名・年齢・電話番号を明記し、下記の送
付先までお送りください。
当選の発表は、発送をもって代えさせてい
ただきます。
応募期限 8月15日
（水）必着
送付先

〒550-0023 大阪市西区千代崎3-北2-30
オ リックス・バファローズ 8/30 対日本
ハム戦
（もしくは8/31～9/2 対西武戦）チ
ケットプレゼント係

問合せ

オリックス野球クラブ株式会社
☎0570-01-8862（平日9：00～17：00）

平成31年4月

テーマ 西成区の地名
今は無き 千本松を 空想す

千本南 井上 敏栄
うめさくら やなぎたちばな 勝間道

潮路 吉村 八恵子

（編集委員会選・敬称略）

※通学区域の小学校・中学校に「※」がついている
校区にお住まいの方は、選択可能な西成区内の
各学校もしくは通学区域の学校から選択できま
すが、阿倍野区内の他の学校は選択できません。
（西成区内在住の方のみ対象）
◆施設一体型小中一貫校
いまみや小中一貫校・小中一貫校むくのき学園・
やたなか小中一貫校・咲洲みなみ小中一貫校・日本
橋小中一貫校は、校区に関係なく選択できます。

区内の各小・中学校の受入可能人数枠の範囲内
で、
入学する学校を選択できます。
対象者 区 内に居住し平成31年4月に小・中学校
へ入学する予定の方
◦通学区域の学校を選択した場合は、必ずその学
校に入学できます。
◦通学区域の学校以外を選択された方が、学校ご
との受入可能な人数より多ければ、抽選
（公開） 各学校情報
全ての小・中学校でホームページを開設し、学校
で決定します。
活動の紹介などを掲載しています。学校名で検
◦学校選択制により兄・姉が既に入学している学
索しアクセスしてください。
校を選択した場合は、抽選時に優先されます（た
だし、
必ず入学できるものではありません。また、 問合せ 保健福祉課（子育て支援）
５階 52 番窓口 ☎6659-9824
施設一体型小中一貫校を除きます）。
選択の機会 小・中学校入学時のそれぞれ１回
選択できる学校

◆小学校
（
『隣接校区選択制』
・同じ中学校区内にあ
る小学校から選択する
『ブロック選択制』
の併用）
通学区域の小学校以外で選択可能な小学校
岸里・橘
天下茶屋・玉出・千本・橘
岸里・千本・南津守
岸里・玉出・橘・梅南津守・南津守
天下茶屋・岸里・千本・梅南津守・南津守
千本・橘・松之宮・長橋・北津守・南津守
梅南津守・長橋
梅南津守・松之宮・北津守
梅南津守・長橋
玉出・千本・橘・梅南津守
天下茶屋・岸里・橘・梅南津守・松之宮・長橋
天下茶屋
天下茶屋・岸里
岸里・玉出

◆中学校
（自由選択制）

通学区域の中学校 通学区域の中学校以外で選択可能な中学校
天下茶屋・今宮・成
天下茶屋・今宮・成南・鶴見橋・玉出・梅
南・鶴見橋・玉出・梅
南
南・※松虫・※阪南

8

無料

時 8月20日
（月）～31日（金）
所 区役所1階 ロビー
容

◎展示コーナー
（園）
・小学校・大学・食生活改
◦幼稚園・保育所
善推進員協議会・介護老人保健施設の食育
◦レシピコンテスト一般投票
◎体験コーナー
（開催日時：８月31日
（金）13：30～15：00）
◦「お箸を使って豆運び」他
※両コーナーに参加された方（先着150名）に
参加賞をお渡しします。
問合せ 保健福祉課
（地域保健）
2階 21 番窓口 ☎6659-9882

第90回

日
場
費

西成寄席

時 8月31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

「子ほめ」
 笑福亭 大智
「書割盗人」
 笑福亭 呂竹

「千早振る」
 桂 よね吉
「蜆売り」
 桂 福団治

「兵庫舟」

桂 春若

小・中学校入学のご案内

平成31年度 学校選択制について

通学区域の小学校
天下茶屋
岸里
玉出
千本
橘
梅南津守
松之宮
長橋
北津守
南津守
新今宮
※金塚
※晴明丘
※晴明丘南

日
場
内

仲入り

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 8月24日(金)
◦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

食育展を開催します

障がいのあるお子さまの入学・進学

障がいのあるお子さまの入学・進学については、
本人や保護者の意向を尊重して決定します。でき
るだけ平成30年８月中に通学区域の小・中学校に
ご相談いただきますようお願いします。

平成31年４月に向けたスケジュール
○学校案内・希望調査票を配布（９月15日を過ぎてもお
手元に届かない場合は、区役所に連絡してください）
○学校公開・学校説明会
（９～10月）
○希望調査票提出
（10月31日まで）
10月 ○就学時健康診断
（居住地の校区の小学校で10～11月に実施）
11月 ○希望調査結果公表（１回だけ希望校を変更できます）
（当選・補欠の決定）
12月 ○公開抽選
○就学通知送付
■
（上旬）
指定校変更受付開始
１月 ■
（中旬）
指定校変更受付締切、
受付結果通知送付
■
（下旬）
指定校変更公開抽選
２月 ○私学等への入学決定による辞退受付・補欠繰上（２月上旬まで）
■指定校変更許可の通知送付
４月 入学
○…学校選択制 ■…指定校変更
９月

詳しくは、９月上旬にお手元にお届けする「学校
案内」をご確認ください。
問合せ 保健福祉課
（子育て支援）
５階 52 番窓口 ☎6659-9824

外国籍のお子さまの入学手続きについて
平成31年（ 2019年）4月に大阪市立の小・中学
校へ入学を希望される外国籍のお子さまの保護者
の方は、9月28日（金）までに区役所窓口サービス
課（住民情報担当）へ手続きしてください。
○入学資格
小学校 平 成24年（2012年 ）4月2日 か ら 平 成
25年（2013年 ）4月1日 ま で に 生 ま れ
たお子さま
中学校 平 成31年（2019年）3月に小学校卒業
の見込みのお子さま
○申請について
上記の入学資格があるお子さまの保護者の方へ
区役所から9月上旬頃に入学のご案内をお送りし
ます。入学のご案内の右側にある「入学申請書」を
ご提出ください。なお、転居等により入学のご案内
がお手元に届かなかった場合でも、手続きは可能
ですので、下記の問い合わせ先へご連絡をお願い
します。
※学校選択制にかかる書類は別途9月上旬にお
送りします。
※入学される学校は、12月末までに区役所より
お知らせします。
問合せ 窓口サービス課
（住民情報担当）
１階 13 番窓口 ☎6659-9963

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

