
4 【住之江区の人口】118,995 人（男性 57,084 人／女性 61,911 人）【住之江区の世帯数】59,772 世帯（令和３年 8月１日現在推計）

（お知らせ）日時・期間 場所 対象 定員 講師 内容 費用 持ち物 締切 申込み 問合せ Ｅメール その他

今月のお知らせ

　仕事と家庭を両立したい！
　ハローワーク阿倍野　マザーズコーナーでは
そのような方の就職を応援します。
　マザーズWEEKでは集中的なイベントを開催。
　10月18日（月）ビジネスメイクセミナー
　10月20日（水）両立支援セミナー
　10月25日（月）面接対策セミナー
　10月27日（水）子育て世代のお金の話
☆�就職面接会も開催予定
☆�申込方法や詳細はホームページで
ご確認ください。
※�新型コロナウイルス感染症の感染
状況により中止になる場合があり
ます。
・ �ハローワーク阿倍野（ルシアス庁舎）�
マザーズコーナー�
阿倍野区阿倍野筋1-5-1�
あべのルシアスビル8階（オフィス棟）�
☎６６３1-1６７5�
10：00～18：30（土日祝・年末年始除く）

マザーズWEEK2021 秋
開催します！� 無料 要申込

くわしくは
こちら

　生活習慣を整え、対人関係のスキルを身につ
けることを目的にレクリエーションなどを行っ
ています。
統合失調症等の精神疾患がある方
毎月第2火曜　9：30～11：00

※参加には主治医の許可が必要です。
※事業の日程は変更になる場合があります。
� 保健福祉課（地域保健活動）　窓口㉛番　　�
☎６６82-９９６8

地域生活向上教室（愛称：花陽きやんせ）
無料 要予約 　秋の全国交通安全運動の実施に伴い、自動車

の安全運転に関する資料を配布します。
�9月21日（火）～９月30日（木）�
9：00～17:45（土日祝を除く）
住之江警察署（新北島3-1-57）
�住之江警察署　☎６６82-12３4

秋の全国交通安全運動に伴う
資料配布� 無料

　大阪市国保では、40歳以上の方（年度内に40歳
になる方を含む）を対象に、高血圧症や糖尿病な
どの生活習慣病の発症や重症化を予防するため
に無料で受診できる特定健診を実施していま
す。対象の方には、緑色の封筒で「受診券」を送付
していますので、早めに受診しましょう。
　また、「特定健診」のほか「１日人間ドック」や
「健康づくり支援事業」を実施しています。
　詳しくは「受診券」に同封しています「国保健診
ガイド」（各区役所の窓口でも配付しています）、
または大阪市ホームページをご覧ください。
�・�特定健診受診券に関すること�
　 窓口サービス課（保険年金）　窓口⑧番�
　☎６６82-９９5６
・�健診内容・健診場所に関すること�
　 保健福祉課（健康支援）　窓口㉛番�
　☎６６82-９882
・�１日人間ドック・健康づくり支援事業に関
すること
　 �福祉局生活福祉部保険年金課�
保健事業グループ　☎６208-９8７６

大阪市国保加入者のみなさまへ
特定健診を受けましょう！� 無料

　市税の納付について、スマートフォンなどか
らインターネットを利用した便利なサービスを
ご案内します。
○Web口座振替受付サービス
　大阪市税の口座振替・自動払込をパソコン・ス
マートフォン・タブレット端末からお申込みで
きます。対応金融機関などについては、大阪市
ホームページをご確認ください。
○スマートフォンなどを利用した納付方法
　コンビニ収納用バーコードが印刷された納付
書で、キャッシュレス決済アプリ（PayPay請求書
払い、LINE�Pay�請求書支払い、au�PAY等）に
よる納付ができます。
　また、大阪市税クレジットカード納付サイトから
クレジットカードによる納付も可能です
（Apple�Payも利用可）。詳細や操作
手順については、右の二次元コードか
ら動画でもご確認いただけます。
　その他の対応アプリや納付方法等、詳細につい
ては、大阪市ホームページをご確認ください。

�
○「納期限のお知らせ」メール配信
　大阪市メールマガジンに登録したパソコンや
携帯電話に、大阪市税の納期限一週間前および
前日に納期限をメールにてお知らせします。納
付のうっかり忘れを防止するためにも、ぜひご
登録ください。
�財政局税務部収税課収納管理グループ�
☎６208-７７8３　I６202-６９5３�
平日9：00～17：30

大阪市　市税　納付 検索

ネットで便利！大阪市税

〇�地域住民、大阪市及び委託動物病院の三者が
協働して取り組む事業です。
〇�猫の飼養管理方法のルールを決めるなど地域
住民の総意（合意形成）が必要です。
〇�不妊去勢手術費用の一部として、1匹あたり
2,500円の負担をお願いします。（残りの費用は、
大阪市と委託動物病院が負担します。）
〇�不妊去勢手術後の猫（街ねこ）は地域住民が主
体となって、ルールに基づき適正に飼養管理
（エサ場やトイレの清掃等）していただきます。

「所有者不明猫適正管理推進事業�
（街ねこ事業）」を実施しています。

　大阪市は、地域の方々に街ねこ事業を正しく理
解していただくためのお手伝いをします。詳しく
はお問合せください。
� 保健福祉課（健康支援）　窓口㉛番　�
☎６６82-９９７３

・�去勢によって、尿のにおいが
弱くなると言われています。

・�中性的になるので、繁殖期の争いの声が
なくなります。

・�耳のV字カットは、不妊去勢
手術済の証です。

　非日常空間でヨガを楽しもう！広々とした南
港中央野球場の新しくなった人工芝の上で、ナ
イトヨガを体験しませんか？
　広い野球場の中で人と人の距離を保ち、気持
ち良い空気をたくさん吸いながらヨガを体験で
きます。
　初めての方も大歓迎！仕事仲間やお友だちを
お誘いのうえ、ぜひご参加ください。
10月1日（金）　
南港中央野球場グラウンド�

※�料金等の詳細は、南港BTBのHPを
ご覧ください。
�南港BTBのHPまたは電話
南港中央野球場　☎６６14-054９

ナイトヨガ�in�南港中央野球場 要申込

詳しくは
こちら

　9月1日は「防災の日」であり、8月30日から9
月5日までは「防災週間」です。地震や津波が発
生したらどうしたらいいかわからない！そんな
ときは大阪市阿倍野防災センター「あべのタス
カル」へ行ってみませんか。あべのタスカルで
は様々な体験を通じ、防災について学ぶことが
できます。詳しくはあべのタスカル
ホームぺージをご覧ください。

　また、9月9日の「救急の日」を含んだ9月5日
から11日は「救急医療週間」です。心肺蘇生法を
習ったことはあるけどもう忘れちゃった…。そ
んなときは救命サポートアプリをご活用くだ

さい。救命サポートアプリでは
救急事案に遭遇した方がためら
わずに応急手当を実施できるよ
う、動画で心肺蘇生法を紹介し
ています。大阪市消防局のホー
ムページからダウン
ロードできます。

�住之江消防署予防担当　☎６６85-011９

防災や救命について考えましょう！

あべのタスカルホームぺージはこちら

大阪市消防局のホームページはこちら

犬のしょうぼうし
「ボジョレー」

　大阪市では、離婚・養育費に関する悩みをお持
ちの市民の方々のために、弁護士による専門相
談を実施しています。大阪弁護士会所属の弁護
士が、法律的な知識を要する問題の相談に応じ、
アドバイスを行います。
※�市内在住であれば、どちらの区役
所でもご相談いただけます。
�10月６日（水）14:00~17:00�
（相談時間は45分以内です）
区役所1階� 保健福祉課� 窓口③番
大阪市内にお住まいの方

　※未成年の子どもがいる父母が対象です。
４名（先着順）
電話での事前予約制�９月22日（水）9：00~
� 保健福祉課（福祉）　窓口③番　�
☎６６82-９85７

弁護士による「離婚・養育費」に関する無料
の専門相談を実施します� 無料 要申込

詳しくは
こちら

東京2020オリンピック 空手 女子 形 代表
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� 総務課（ICT・企画）�窓口㊷番�☎６６82-９９９2

メダルメダルおめでとうございます！おめでとうございます！

陸上 代表
（住之江区出身）
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９月３、４日みんなで応援しましょう♪
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東京2020パラリンピック出場!!東京2020パラリンピック出場!!


