平成31年（2019年）1月号

催し

あべの市税事務所からのお知らせ
個人市・府民税の事前申告受付会場を開設します
平成31年度分の個人市・府民税の申告受付会場については、2月18日（月）から区役所等にて開
設しますが、受付開始日から1週間程度は、例年窓口が大変混み合いますので、事前申告受付会場
を、
次のとおり開設します。
ぜひご利用ください。
日 時 2月7日
（木）
・8日
（金）9：00〜17：30 場 所 あべの市税事務所
※所得税の申告に関する受付は行っておりません。所得税の申告に関するお問い合わせは、西成税
務署へお願いします。
問合せ あべの市税事務所 個人市民税担当 ☎4396-2953

西成税務署からのお知らせ
所得税および復興特別所得税の確定申告について
所得税および復興特別所得税の確定申告について、申告書は国税庁ホームページで作成できま
す。また、平成31年1月から、ID・パスワード方式とスマホ専用画面の導入でe-Tax利用がより便利
になりました。
マイナンバーカードやICカードリーダライタをお持ちでない方も、税務署でIDとパスワードを
受け取れば、自宅のパソコンやスマホ等から申告書を作成し、e-Taxで送信（申告）ができます。
給与所得者（年末調整済）で、医療費控除またはふるさと納税などの寄附金控除の適用がある方
は、
スマホ専用画面で申告することができます。
IDとパスワードは、税務署で職員と対面による本人確認を行った後に発行しますので、運転免
許証などの本人確認書類をお持ちの上、お近くの税務署にお越しください。
※ID・パスワード方式は、マイナンバーカードおよびICカードリーダライタが普及するまでの暫
定的な対応です。
問合せ 西成税務署 ☎6659-5131
（代表）

講座
教室

ハサミでつくる楽しい
切り絵講座を開催します

講座
教室

無料

初心者でもできるハサミを使った切り絵の技法
を学び、さまざまな切り絵を台紙等に貼り合わせ
ていきます。
対 象 どなたでも
日 時 2月2日
（土）14：00〜16：00
場 所 区役所4階 会議室
持ち物 ハサミ・のり
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 1月28日
（月）必着
定 員 30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

手作りおやつ教室

手作りおやつは、自分自身やお子さんにとても
やさしい食べ物です。
毎日の食事づくりの合間に、簡単でほっとする
お菓子を作ってみませんか。
対 象 子育て中の保護者および妊婦
日 時 2月1日
（金）10：00〜11：30
場 所 区役所2階 栄養室
内 容 お話と調理実習
献立 ・バナナ大福 ・乾パンチョコバー
費 用 1組200円
（調理実習費）
持ち物 エプロン・ふきん2枚・筆記用具
定 員 10名
（申込み先着順）
※食物アレルギーのある方はお問い合わせください。
申込み 来庁または電話で。
締 切 1月18日
（金）
一時保育 6カ月〜未就学児。希望する方は申込時

にお申し出ください。
※参加者全員に素敵なプレゼントがあります！
申込先 保健福祉課（地域保健）2階 21 番窓口
問合せ ☎6659-9882

秘密厳守

専門相談日
日時
①法律相談
②ナイター
法律相談

1月4日
（金）
・15日
（火）
・2月1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。

1月31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）。

1月27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
1月24日（木）
・25日（金）9：30〜12：00
予約専用電話 ☎6208-8805
④行政相談

一時保育あり

1月10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、1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

無料

場所

西成区
障がい者ボウリング大会

ボウリングを通じて交流を深めてみませんか。
対 象 区内在住で身体障がい者手帳・療育手帳・

精神障がい者保健福祉手帳のいずれかを
お持ちの方（介助を必要とされる方は介
助者とお越しください）。
日 時 2月10日
（日）10：00受付
場 所 玉出ボウル
（潮路1-7-5）
定 員 60名
（申込み先着順）
※参加いただける方には案内状を送付します。
申込み 電話もしくはFAXにて、
住所・氏名・電話か

FAX番号をお伝えください。
締 切 1月25日
（金）
主 催 西成区身体障害者団体協議会

申込先 保健福祉課（地域福祉）5階 51 番窓口
問合せ ☎6659-9857 56659-9468

催し

鶴見橋商店街
似顔絵かるた大会

3人1組での参加チームを募集しています！

≪大会概要≫
3人1組のチーム編成
（8チーム募集）
トーナメント方式で対戦
優勝、準優勝、3位（2チーム）、参加賞（4チーム）
申込先 鶴見橋一番街商店街振興組合（中尾）
問合せ ☎090-3966-0882 56630-1679

講座
教室

健康教室 イス一つでできる 無料
健康体操〜チェアエクササイズ〜

高齢の方も、手軽に自宅で継続できる健康プロ
グラムです。
日 時 2月15日
（金）14：00〜15：00
場 所 区役所4階 4-6･8会議室
定 員 70名
（申込み先着順）
申込み 来庁または電話で。
締 切 2月8日
（金）
保健福祉課
（地域保健）2階 21 番窓口
申込先
問合せ ☎6659-9882

講座 フラワーサポート講習会
教室 （全4回）

無料

自分たちの手で、西成区を花と緑がいっぱいの
まちにしませんか？実習を交えて、草花の育て方
を基礎から学ぶことができます。
開催日

講習内容

2月18日（月）

緑化活動の紹介・植物
を使った楽しみ方

時間

2月25日（月） 土・肥料・水やりの基本
3月18日（月） 植物を繁殖させる方法

北区民
センター

緑のカーテンづくりと
3月25日（月） ペットボトルのミニ寄
せ植えづくり

西成区役所
7階相談室

無料

日 時 1月19日
（土）13：00〜16：00
場 所 弘治老人憩の家

西成区役所
4階会議室

旭区役所
阿倍野区役所

無料

13：30〜
15：00

対 象 原則として全4回参加でき、講習会終了

場 所
定 員
申込み
締 切
問合せ

後も区内の緑化の取組みにご協力いただ
ける方
区役所4階 会議室
20名（申込み先着順）
電話・FAX・ハガキにて、①氏名②住所③
連絡先をお知らせください。
1月31日（木）
〒557-8501 岸里1-5-20
市民協働課 7階 73 番窓口
☎6659-9734 56659-2246

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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