令和元年（2019）5月1日

No.276号

今月のお知らせ

日 時
5月28日（火）

普通救命講習開催日時
6月１日(土)

13：30〜16：30

7月28日(日)

9：30〜12：30

9月20日(金)

18：00〜21：00

11月23日(土･祝)

9：30〜12：30

1月19日(日)

9：30〜12：30

令和元年度の給与所得等に係る市民税・府民
税特別徴収税額の決定通知書を、本年５月中旬
から事業主
（会社等）
を通じて、給与所得者の方
に送付します。
給与所得者の方の令和元年度個人市・府民税
は、事業主
（会社等）
が本年６月から翌年５月まで
の毎月の給与から差し引き、大阪市へ納めること
になります。この制度を特別徴収といいます。
なお、地方税法の規定により、事業主
（会社等）
は、原則、特別徴収義務者として、給与所得者
の個人市・府民税を特別徴収していただくことに
なっておリます。
あべの市税事務所 市民税等グループ
（個人市民税担当） ☎4396-2953
※問合せ可能日時
平日9:00〜17:30(金曜日は9:00〜19:00）

2019 年 6 月 28 日（金）
・29 日（土）に開催
される「G20 大阪サミット」に伴う交通規制等に
ついてご説明します。なお、説明会は今回が最終
回です。※各回とも同じ説明内容です。

応急手当に関する知識と技術の普及を図るた
め、住之江区内の方々を対象に定期的に住之江
消防署３階講堂で救命講習会を下記のとおり開
催しています。
時 間

令和元年度 給与所得等に係る特別
徴収税額の決定通知書を送付します

G20大阪サミットにかかる 申込不要
「第３回住民・事業者説明会」
を開催します

住之江消防署では、
応急手当の普及啓発を行っています

開催日

（子育て情報／今月のお知らせ）

6月2日(日)

6月3日(月)

場 所

10：00〜11：00
19：00〜20：00 大阪府咲洲庁舎 2 階 咲洲ホール
14：30〜15：30
19：00〜20：00 ポートタウン西ビル 2 階 大会議室
14：30〜15：30 大阪府咲洲庁舎 2 階

咲洲ホール

19：00〜20：00 ポートタウン西ビル 2 階 大会議室

住之江区にお住まいの方やお勤めの方をはじ
め、どなたでも参加できます。
各回とも 300 名程度
2019 年 G20 大阪サミット関西推進協力
協議会事務局 ☎6210-9403

※事前に電話にてお問合せください。

住之江消防署
（担当：救急隊）☎6685-0119

特集３面下部でも、税に関するお知らせを
掲載しています。

７面でも同様のお知らせを掲載しています。

2019 年工業統計調査を実施します
製造業を営む事業所を対象として、6 月 1 日現在で「工業統計調査」を全国一斉に実施します。この調査は、我が国の製造業の実態を明らかにする統計調
査です。5 月初旬以降に、顔写真付きの調査員証を携行した統計調査員が訪問して、調査票を配布します。回答方法は、インターネットによるオンライン回答と、
ご記入いただいた調査票を後日統計調査員にお渡しいただく方法があります。調査結果は、地域産業活性化政策や中小企業対策等、各種施策の基礎資料とな
りますので、調査へのご回答をお願いします。なお、提出された調査票は厳重に管理され、統計作成の目的以外に使用することはありません。
総務課 窓口㊶番 ☎6682-9625

5 月 20 日から住之江区役所の駐車場を有料にします
混雑の緩和や休日、夜間の利用も可能とし利便性の向上を図るため駐車場を有料にします。皆さまのご理解をお願いします。
【駐車料金】

利用時間

料 金

7時〜22時

最初の60分 200円
以降30分毎 200円

22時〜7時

30分毎 200円

最大料金

※区役所の開庁閉庁を問わず、24 時間利用可能です。

24時間最大料金
800 円

母親教室

５月13日(月)・20日
（月）
・27日
（月）
13：30〜15：30
お話しや実習、
交流会 ３回コース
（20日は「妊婦歯科健診」併設）
９月頃出産予定の方
（８月予定以前の未受講の方）

赤ちゃん交流会

無料

５月20日
（月） 13：30〜15：00
情報交換と交流会、育児相談
１〜３ヶ月のお子さんと保護者
保健福祉センター分館２階
保健福祉
（地域保健活動）窓口㉛番
☎6682‑9968

参加費無料・自由参加
◆ 外国にルーツを持つ子どもの日本語・学習支援♪ハロハロ♪…
5月11日・18日・25日
（土）
６月１日
（土）※13：30〜15：30

総務課 窓口㊷番 ☎6682-9938

子育て支援室の

子 育 て 情 報
無料

※区役所を利用される方のうち、障がいのある方
が乗車する車両は無料となります。ご利用窓口
で「身体障がい者手帳」
「精神障がい者保健福祉
手帳」「療育手帳」のご提示をお願いします。

5月2日から設備の設置工事を行います
工事期間中は一時的に駐車台数が 10 台程度
となります。
駐車場の混雑が予想されますので、ご来庁の際
はできるかぎり公共交通機関をご利用ください。

わくわく 子育て
5月5日は【こどもの日】ですね。もともとは
「端午の節句（たんごのせっく）」といって、男の
子をお祝いしていたのですが、
1948年に
「こど
もの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとと
もに、母に感謝する」日と決められ、そこから「こ
どもの日」と呼ぶようになったそうですよ。本来
は男の子のためのお祝いだったけれど、今では
子どもたちみんなをお祝いし、母に感謝すると
いう日でもあるのですね！また5月は
【大阪市
児童福祉月間】でもあります。子どもの健やかな
成長についてみんなで考えていくことが目的
です。子育てを一人で抱え込んでいませんか？
子育ては自分一人で頑張ろうとすればするほ
ど、しんどくなりがちです。【こどもの日】も【児

『5 月はこどもの日 & 児童福祉月間』
童福祉月間】もすべての子どもが家庭や地域に
おいて、豊かな愛情に包まれながらたくましく
育ってほしいという思いは同じです。いろいろ
な人や関係機関も一緒になって、みんなで子ど
もの成長を見守っていけたらいいですよね。
困った時や、悩みや相談事がある時、どんな
ことでも、話を聞いてほしいけれど、誰もいな
いわ！という時には、区役所の子育て支援室や
地域保健活動の保健師、保育所・幼稚園・学校
の先生、地域の主任児童委員を思い出してほし
いと思います。みんなが子育てを応援していま
すよ‼
保健福祉課 窓口③番
☎6682-9878・9880（子育て支援室）

子育てに関するご相談は、お気軽に子育て支援室をご利用ください

子 ど も 子 育 て プ ラ ザ
◆ ブックスタート（電話で随時予約）…
５月22日（水）10：30〜11：00

要申込・定員あり（対象はお問合せください）
◆ 親子リトミック遊び…５月８日・６月５日（水）
※10：00〜10：45 無料 当日35組

◆ 出前講座「公園でしゃぼん玉あそび」
〜住吉公園にて〜…５月23日
（木）
10：30〜11：30

◆ 児童リサイクル工作「フライングディスク」…
５月11日（土）14：45〜15：45 無料 16人

◆ おもちゃ病院（おもちゃドクターによるおもちゃの修理）…
５月26日（日）13：00〜16：00(受付は15：30まで）

◆ 親子エアロビクス…
５月15日（水）※10：00〜10：45 無料 当日35組

◆ すくすく成長測定の日〜子どもの発達記録を残しましょう〜…
５月18日
（土）
10：30〜11：30
（受付は11：15まで）

◆ 簡単工作「ひらひらちょうちょを作ろう」…
５月29日（水）10：00〜11：30（受付は11：15まで）

★ ママのリフレッシュ講座（一時保育付）…
６月20日（木）10：00〜11：15 300円 10組

◆ 子育て何でも相談〜助産師さんによる子育て相談〜…
５月18日
（土）
10：30〜11：30
（受付は11：15まで）

★ 印の申込みは５月８日
（水）
9：30より子ども・子育
てプラザで受付スタート！
※４月より実施時間を変更しています。（※印）

★ ふれあい遊び ( 電話予約可 )…
６月21日
（金）
※10：00〜11：00 無料 10組
（初回優先）

◆ 絵本の読み聞かせ… ５月９日（木）※10：30〜11：00
◆ 南港出前講座「親子あそび」
〜 ATC ママのフォレストパークにて〜…
５月10日
（金）
※10：30〜11：15

◆ 児童
「卓球教室」
…５月18日
（土）
14：45〜15：45
・

子ども子育てプラザ

☎・I 6674-5405 〒559-0006

★ 親子クッキング…6月28日（金）10：30〜12：00 300円 10組

浜口西3-4-22【休館日：月曜・祝日
（５/５を除く）
】

視覚障がいのある方を対象に点字版も作成しておりますので、
ご希望の方はお申出ください。問合せ／

総務課 窓口㊶番 ☎6682-9947 I6686-2040

住之江 子ども子育てプラザ
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