
「にしなり我が町」は30,000部発行し、1部あたりの発行費用（配布費用を含む）は約23.6円です。そのうち約0.8円を広告収入で賄っています。

募 集
令和3年度大阪市明るくきれいな選挙推
進ポスター作品募集
対　象  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

ターであること。
　　　　• 描画材料・色彩は自由とし、大きさは、

542mm×382mm（四つ切）、382mm
×271mm（八つ切）

応募方法  9月2日（木）までに各学校に提出してく
ださい。

問合せ 西成区選挙管理委員会
　　　　7階 番窓口72  ☎6659-9626

生活援助サービス従事者研修の受講者を
募集します
　大阪市は、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、買い物、調理
などを行う「生活援助型訪問サービス」を実施して
います。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。
対　象 •市内に在住の方
　　　　• 市の指定を受けている生活援助型訪問

サービス事業所（申請中を含む）で雇用
（予定も含む）されている方

　詳しくは市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
　未来ケアカレッジ ☎0120-16-8351
　（受付時間）9：30～18：00 （土・日・祝日も対応）

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、イベント等が中止・延期になる場合があります。
詳しくはお問い合わせいただくか、ホームページをご確認ください。

イベント講座
スマートフォン講座 無料

　基本の操作方法や安全対策などを、スマート
フォンに触れながら学びます。「シニアの方」向け
の内容になります。
第1部 基礎操作編
第2部 インターネットやアプリ活用編
※ 本体機器は講師側でご用意したものを使用しま
す。受講される際は、マスクを着用してください。
日　時 8月27日（金） 14：00～16：00
場　所 区役所4階 会議室
定　員 15名（申込み多数の場合、抽選）
締　切 8月17日（火）必着
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
上、往復ハガキ、FAX、窓口（返信用63円
ハガキ持参）でお申し込みください。
市民協働課 7階 番窓口73
〒557-8501 岸里1-5-20

　　　　☎6659-9734 56659-2246

花と緑の講習会を実施します
開催日・内容 時間はいずれも13：30～15：00
　①9月9日（木）多肉植物の楽しみ方
　②10月14日（木）ダイモンジソウを楽しむ
　③11月11日（木）観葉植物の寄せ植え
場　所 ①区役所4階 会議室
　　　　②③西成区花づくり広場（区役所東側）
締　切 ①8月31日（火）、②10月5日（火）
　　　　③11月2日（火）
申込み 電話、FAX、窓口にて

市民協働課 7階 番窓口73
☎6659-9734 56659-2246

申込先
問合せ

申込先
問合せ

相談内容 日時・定員 申込方法など 場所

①法律相談
　【当日抽選】

8月6日（金）・17日（火）
9月3日（金）
12：45～16：00
定員 各16名

当日12:45に抽選で相談の順番を決めます。
※ できるだけ多くの方に法律相談をご利用いただくた
め、同一・同種の案件について、反復的・継続的に法律
相談をご利用になることはお控えください。

西成区役所
4階会議室

②日曜法律相談
　【要電話予約】

8月22日（日）
9：30～13：30
定員 各16名

受付： 8月19日（木）・20日（金） 
9：30～12：00 予約電話 ☎6208-8805

天王寺区役所
平野区役所

③行政相談
　【予約不要】

8月19日（木）
13：00～15：00 国の仕事に関する相談に行政相談委員が応じます。 西成区役所

7階相談室

④不動産相談
　【要電話予約】

8月20日（金）
13：00～16：00

受付： 8月2日（月）～6日（金）・10日（火）・11日（水）
17日（火）・18日（水） 9：30～17：00 
予約電話 ☎6636-2103

空き家問題、不動産全般に関するご相談に専門家が
応じます。
当月当番：（公社）全日本不動産協会なにわ南支部

西成区役所
7階相談室

⑤花と緑の相談
　【予約不要】

9月10日（金）
14：00～15：30 花や園芸についての相談を行います。 西成区役所

1階区民ロビー

●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。
●①②④の相談時間は、お一人30分間です（相談後の記録作成時間等含む）。
問合せ  ①③総務課 7階 番窓口72  ☎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
　　　　④（公社）全日本不動産協会なにわ南支部 ☎6636-2103
　　　　⑤八幡屋公園事務所 ☎6571-0552

専門相談日 ●マスク着用をお願いします。未着用の場合、相談をお断りします。
●体調不良の方はご遠慮ください。　●市内在住の方に限ります。

秘密厳守
無料

対象者 日時 場所 持ち物
生後12か月未満

（標準 生後5～8か月）
8月3日（火）

13：45～14：45 区役所4階 予防接種手帳
母子健康手帳9月7日（火）

各種健診のお知らせ

●各種がん検診、特定健康診査は、取扱医療機関でも受診できます。
●定員になり次第、受付終了しますのでご了承ください。
予約・問合せ 保健福祉課（地域保健） 2階 番窓口21  ☎6659-9882
特定健診については 窓口サービス課（保険年金 保険）
6階 番窓口61  ☎6659-9956
結核健診については 保健福祉課（結核対策）
2階 番窓口23  ☎6659-9969

BCG予防接種のお知らせ

内容・費用 日時 受付場所 対象
大腸がん検診 要予約
便潜血検査 300円 8月26日（木）

9月8日（水）
総合  9月12日（日）

9：30～10：50

区役所2階

40歳以上の方
（たんの検査は喫煙指数の多い
50歳以上の方のみ）

肺がん検診 要予約
胸部エックス線検査 無料
（※たんの検査 400円）

乳がん検診 要予約
マンモグラフィ検査 1,500円

8月7日（土）
9：30～10：50

8月31日（火）
18：30～19：50

総合  9月12日（日）
9：30～10：50

40歳以上の女性で前年度受け
ていない方

骨量検査 予約優先
かかと部分の超音波測定 無料 18歳以上の方

特定健康診査 予約不要  無料
受診券・被保険者証をお持ちください

8月26日（木）
9月8日（水）・12日（日）

9：30～11：00
区役所4階

40歳以上で大阪市国民健康保
険または後期高齢者医療制度に
加入している方

歯科相談 予約不要  無料
8月26日（木）
9月8日（水）

9：30～11：00
区役所1階
区民ロビー 年齢は問いません

結核健診 予約不要  無料

月～木曜日（除外日あり。
お問い合わせください）

9：30～11：30
13：30～15：30

区役所2階
23番窓口 15歳以上の方

結核は感染症です。早期に発見し
治療することが大切です。
年に1回は健診を受けましょう。月～金曜日（除外日あり。

お問い合わせください）
9：00～12：00
13：00～15：00

保健福祉
センター
分館3階

各種がん検診は行政オンラインシス
テムでも予約できます。
※オンライン予約は事前に
　登録が必要です。

予約状況を大阪市ホームページで
見ることができます。
※予約状況は変動しますので、
　目安としてご利用ください。

　9月12日（午前）は 『総合がん検診の日』 です。男性は、大腸・肺がん・骨量検査、女性は、大腸・肺・乳
がん・骨量検査を全てセットで同日に受診できます。
　令和3年度より市民への安心・安全ながん検診の提供を考慮し、保健福祉センターでの胃がん検診
を廃止し、取扱医療機関のみで実施します。
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