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お 知 ら せ
おトクな健康アプリ「アスマイル」をご利
用ください！
　大阪府が提供す
る「おおさか健活
マイレージアスマ
イル」は、府民の健
康づくりをサポートするアプリです。
　朝食を食べる、歩く、歯を磨く、けんしんを受け
るなどの毎日の健康活動でポイントが貯まり、貯
まったポイントで飲み物や電子マネー等が当た
る抽選に参加できます。また、40歳以上の大阪市
国民健康保険加入者の方は「特定健診」・「1日人間
ドック」・「健康づくり支援事業」を受診すると、初
回3,000円相当分の電子マネー等と交換できるポ
イントがもらえます。詳しくは公式ホームページ
「おおさかアスマイル」でご確認ください。
問合せ �おおさか健活マイレージアスマイル事務

局 ☎6131-5804
　　　　�受付時間 9：00～17：00

（12月29日～1月3日除く)
　　　　56452-5266

結核健診を受けよう！� 予約不要 � 無料
　お住まいの地域に、胸部エックス線（レントゲ
ン）検診車がお伺いします。この機会にぜひ健診を
受けましょう！
対　象 満15歳以上の区民の方

問合せ 保健福祉課（結核健診）
　　　　2階 番窓口23 �☎6659-9969

西成税務署から説明会のお知らせ
◦税の無料相談会� 申込不要
　 日　時 11月15日（火）
　　　　　10：00～12：00、13：00～15：00
　 場　所 西成区役所1階�区民ロビー
　 共　催 近畿税理士会�西成支部
◦インボイス制度説明会・相談会
　 日　時 �11月22日（火）、12月13日（火）�

13：30～14：30
　 場　所 �西成納税協会2階�会議室�

（千本中1-3-6�西成税務署の南隣）
　 申込み 開催日の1週間前までに電話にて
　 共　催 公益社団法人�西成納税協会
◦年末調整説明会� 申込不要
　 日　時 11月24日（木）�13：30～14：30
　 場　所 �西成納税協会2階�会議室�

（千本中1-3-6�西成税務署の南隣）
問合せ 西成税務署 総務課
　　　　☎6659-5132

防衛省�自衛隊からのお知らせ
第3回�一般曹候補生募集
対　象 18歳以上33歳未満の男女（学歴不問）
試験日程 1次　12月11日（日）～16日（金）
　　　　2次　令和5年1月7日（土）～15日（日）
締　切 １2月1日（木）
問合せ �防衛省 自衛隊 大阪地方協

力本部 ナンバ募集案内所
　　　　☎6649-1037
　　　　西成区担当 村田

借金問題解決のための
土・日無料相談会� 無料 � 要予約
　土・日無料相談会（弁護士による面談）を開催し
ます。借金問題にお悩みの方は、この機会にぜひご
相談ください。
日　時 12月10日（土）・11日（日）
　　　　10：00～16：00
場　所 �近畿財務局（中央区大手前4-1-76�大阪

合同庁舎第4号館）
定　員 各日16名

近畿財務局 多重債務無料相談窓口
☎6949-6523

申込み
問合せ

11月7日（月）
10：30～12：00

飛田ふれあい会館
（山王3-12-13）

12月2日（金）
10：30～12：30

老人福祉センター
（梅南1-4-27）

募 集
西成区民文化祭�参加者募集
　音楽発表会・演芸発表会に出演される方、作品展
に出展される方を募集します。
西成区民文化祭��令和5年1月29日（日）�

10：00～17：00
対　象 �区内在住・在勤の方で構成されるグルー

プまたは個人
受付期間 �11月1日（火）～18日（金）の期間中の�

平日�9：00～17：30
申込み �申込用紙（下記事務室やホームページで

配布）を、直接申込先に提出するか、FAX
で提出してください。

　　　　※応募者多数の場合は抽選
 （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�56651-1158

識字・日本語教室のボランティア募集
　さまざまな事情により文字の読み書きなどに不
自由している方と交流しながら、「読み・書き・会
話」の学習をサポートしてくださるボランティア
を募集しています。
対　象 �教室の趣旨を理解し、継続して参加でき

る方（特別な資格は不要です）。報酬や交
通費の支給はありません。

日　時 毎週金曜日�19：00～20：30
場　所 �岸里識字・日本語交流教室
　　　　�岸里小学校�体育館3階�図書室
　　　　（千本中1-8-22)

教育委員会事務局生涯学習担当
☎6539-3346�56532-8520

申込先
問合せ

申込み
問合せ

イベント講座
マナーアップキャンペーン児童絵画展
　「マナーとモラル
の意識の高いまち�
にしなり」をテーマ
に、区内の小学生を
対象に募集した絵画
を展示します。
日　時
　�11月16日（水）～
　29日（火）�9：00～17：30
　�（土・日・祝日を除く。金曜日は19：00まで。27日
（日）は9：00～17：30）
会　場 区役所1階�区民ロビー
問合せ 市民協働課
　　　　7階 番窓口73 �☎6659-9734

空き家の管理・活用セミナー＆個別相談
会（西成区・阿倍野区合同開催）� 無料

　住まい（空き家）の維持管理や活用、相続などの
法律問題に関するセミナーを開催します。
　セミナー終了後、ご希望の方には専門家による
個別相談会も実施します。
日　時 12月10日（土）
　　　　セミナー� 14：00～16：00
　　　　個別相談会� 16：00～16：30
会　場 西成区役所4階�会議室
定　員 �セミナー30名�個別相談会10組（先着順。

個別相談会のみの参加はできません）
受付期間 �11月1日（火）～30日（水）
申込み �①住所②氏名③電話番号④参加人数⑤個

別相談会へ参加希望の有無（希望の場合
は相談内容）を記入等し、電話、FAX、メー
ル、窓口にてお申し込みください。

　　　　※�詳しくは、問合せ先に設置のチラシま
たはホームページをご覧ください。

西成区役所 市民協働課
7階 番窓口73

　　　　☎6659-9734
　　　　56659-2246
　　　　メール tx0002@city.osaka.lg.jp

花と緑の講習会「正月の寄せ植え」
　縁起が良く寒さに強い植物を使った寄せ植えの
講習会です。ご自身だけのオリジナル作品ととも
に、素敵な新年をお迎えください。
日　時 12月7日（水）�13：30～15：00
会　場 区民センター�ホール
定　員 50名（先着順）
締　切 11月15日（火）
費　用 3,000円程度
　　　　※�当日お持ちください。申込締切日後に

キャンセルされた場合は費用をいただ
くことがあります。

申込み �窓口でお申し込みください（原則、電話・
FAXでの申込みは受け付けておりません）。

問合せ 市民協働課
　　　　7階 番窓口73 �☎6659-9734

“じんけん”いろは楽
がくしゅう

習
『「子どもの居場所まーる」－「どうした
の？」から始まるよりそいを』� 無料

　西成区の玉出で居場所づくりの活動をされてい
る「子どもの居場所まーる」。お話を聞きながら、子
どもたちのために地域のおとなができることにつ
いて考えます。
講　師 蕚

はなふさ

�由美子さん
　　　　（子どもの居場所まーる�代表）
日　時 11月30日（水）�14：00～15：30
会　場 区役所4階�会議室
定　員 20名（先着順）
締　切 11月25日（金）
申込み �①講座名②氏名（よみがな）③住所④連絡

先（電話・FAX）をお知らせの上、電話、
FAX、窓口にてお申し込みください。
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

個人事業税第2期分の納期限は、11月30日（水）です
　2期分の納付書は1期分に同封して送付しています。年間の税額が1万円以下の場合、第1期分で全額ご納付いただくことになって
いるため第2期分の納付書はありません（口座振替ご利用の方を除きます）。　 問合せ なにわ南府税事務所�☎6775-1414（代表）

※以前の講習会の様子です
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