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新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、中止・延期、内容変更等になる場合があります。
詳しくは、各担当のホームページやお電話にてご確認ください。

高等学校等への進学向け奨学金等
制度説明会を開催します 無料 要申込

予防救急推進中！
熱中症にご注意ください！

国民健康保険
高齢受給者証を更新します

各種奨学金制度の情報提供及び就学支援金等
についての説明会・相談会です。
８月12日
（金）
19：00～20：00
住之江会館  会議室2・3
中学３年生及び保護者等
電話・FAX等にて受付
８月2日（火）
大阪市教育委員会事務局
学校運営支援センター
☎6115-7641 I6115-8170
ua0018@city.osaka.lg.jp

この時期は１年の中で熱中症に
よる救急搬送が多くなります。
マスクを着けていると、のどの渇きが感じにく
く、意識してこまめに水分を摂取しないと熱中症に
かかるリスクが高くなりますので注意しましょう。

大阪市国民健康保険に加入の70歳から74歳の
方に７月31日までに新しい高齢受給者証を送付
します。現在のものは８月１日から使用できな
くなります。７月中に届かない場合は、お問合せ
ください。
 窓口サービス課（保険年金） 窓口⑧番
☎6682-9956

後期高齢者医療制度の改正にともなう
被保険者証の送付と
保険料決定通知書の送付について
後期高齢者医療制度の対象の方に、被保険者
証
（水色）を７月上旬に簡易書留で送付します。
現在の桃色のものは８月１日から使えなくなり
ますのでご注意ください。７月中に届かない場
合や郵便局の保管期限を過ぎた場合は、お問合
せください。
10月の制度改正により、住民税課税所得が28
万円以上の方で一定以上の所得の方は、現役並
み所得者（3割負担）を除き、医療費の窓口負担
割合が2割となります。この制度改正の影響に
より、令和4年については、9月にも新しい被保
険者証
（黄色）
を送付します。
2割負担になる方は、施行後3年間は外来の
月々の負担増加額が最大3,000円までとなる配
慮措置があります。詳しくは、
7月の被保険者証
送付時に資料を同封しますので、ご確認をお願
いします。
また、後期高齢者医療制度の保険料決定通知
書を７月21日頃に送付します。保険料を年金か
らお支払いされている方は、口座振替による納
付方法が選択できますので、お問合せください。
 窓口サービス課
（保険年金） 窓口⑧番
☎6682-9956

大人の食育連続講座（全９回）

無料
～あなたも食育ボランティアに

なりませんか？～ 要申込

 月18日
８
（木）
・25日
（木）
31日
（水）
、

９月８日
（木）
・14日
（水）
・21日
（水）
・29日
（木）
、

10月５日
（水）
・13日
（木）
13：30～16：00
（全９回）
区保健福祉センター分館 ２階
区内在住で、

６回以上出席できる方
１５名
（先着順）
８月10日
（水）
までに電話または窓口にて受付
詳細は、広報さざんか８月号でお知らせします。
 保健福祉課
（健康支援） 窓口㉛番
☎6682-9882

国民年金基金のご案内
国民年金基金は、国民年金に年金を上乗せす
る公的な制度です。国民年金の第１号被保険者
（自営業などの人）
で保険料を納めている20歳以
上60歳未満の方や、
60歳以上65歳未満の方、海外
居住されている方で国民年金に任意加入してい
る方が加入できます。掛金は、年末調整や確定申
告の際、社会保険料として全額が所得から控除
されます。
また、
受け取る年金にも公的年金等控
除が適用されるなど、税制面で優遇措置があり
ます。
全国国民年金基金 大阪支部
☎0120-65-4192 9：00～17：30
（土日祝除く）

4

《予防が大切！》
熱中症は、暑い環境で体内の水分と塩分
のバランスがくずれたり、体の調整機能が正
常に働かなくなったりすることが原因で発症
するため、過ごしやすい環境で無理をしない
生活をすることが一番の予防策です。
熱中症予防にはエアコンの活用が有効で
す。気温が高い日や湿度の高い日には、決し
て無理な節電はせず、適度に扇風機やエア
コンを使用しましょう。
汗をかくような運動や作業をする場合は、
屋外だけでなく、屋内にいる場合でもこまめ
に水分を摂取し、休憩を十分にとりましょう。
住之江消防署

☎6685-0119

くらしアシスト住之江
経済的な問題などで生活にお困りの方にお話
を伺い、解決をめざした計画づくりのお手伝い
をします。
例えば…
・多額の借金があり、払えない。
・最 近 仕 事をなくし、家 賃 や 生 活 のことで
困っている。
ご相談内容によっては、関係機関をご案内さ
せていただきます。悩まずご相談ください。
予約の方を優先しますので、お電話でご連絡
ください。
くらしアシスト住之江 窓口㉖番
☎6682-9824

第21回 人形げきフェスタinすみのえ

親子で楽しめる人形劇がいっぱいの２日間！
要申込
◆プロ公演
・人形劇団クラルテ
・糸あやつり人形劇団みのむし
◆アマチュア公演（12団体出演）
詳しくは
◆人形作りワークショップ
こちら
『イモムシ人形をつくろう』
◆その他 プレイベント「絵本であそぼ！」
詳細は７面をご覧ください。
７月30日（土）
・７月31日（日）10：45～夕方
住之江会館（南加賀屋3-1-２０）
人形劇団クラルテアトリエ（南加賀屋3-1-7）
区老人福祉センター
（南加賀屋3-1-20）
（30日のみ）
プロ公演1,500円／１枠
アマチュア公演300円／１枠（３作品）

１日券（プロ＋アマチュア公演）1,700円
ワークショップ1,000円
※3歳未満無料
・ 人形劇団クラルテ内
人形げきフェスタinすみのえ事務局
☎６６８５-５６０１

固定資産税・都市計画税
（第2期分）
納期限のお知らせ
固定資産税・都市計画税
（第2期分）
の納期限は、
8月1日
（月）
です。
あ
 べの市税事務所 固定資産税
（土地・家屋）
担当
☎4396-2957（土地）・2958
（家屋）

I6634-2842
平日9：00～17：30
（金曜日は9：00～19：00）

仕事と家庭の両立をめざす方の
就職をサポートします
ハローワーク阿倍野マザーズコーナーでは、
仕事と家庭の両立をめざす方に対し、専任ス
タッフによるきめ細かな職業相談・職業紹介を
行っています。また、仕事のご相談だけでなく、
就職に向けてのセミナー等も実施しています。
授乳室・おむつ替え台完備、キッズ
スペースもあり、お子さま連れでも
安心してご利用できます。お気軽に
ご利用ください。
詳しくは
ハ
 ローワーク阿倍野
（ルシアス庁舎）
 こちら
マザーズコーナー ☎06-6631-1675
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）
１０：００～１８：３０ 
（土日祝・年末年始除く）

介護保険料決定通知書及び
介護保険負担割合証を送付します
【介護保険料決定通知書について】
65歳以上の方
（介護保険の第１号被保険者）
で、年金からのお支払いにより保険料を納めて
いただいている方に、介護保険料決定通知書を
７月中旬に送付します。
また、口座振替や納付書等で保険料を納めて
いただいている方には、４月に決定通知書を送
付しましたが、保険料段階の変更や納付方法が
年金からのお支払いに変更となる方には改めて
送付します。
【介護保険負担割合証について】
要介護・要支援認定を受けている方及び総合
事業の事業対象者の方全員に、令和４年８月か
ら令和５年７月までの期間の介護サービス等を
利用したときの自己負担割合（１割から３割）を
記載した「介護保険負担割合証」を７月中旬に送
付します。
介護サービス等を利用する際に、「介護保険
被保険者証」と併せてサービス提供事業者に提
示をお願いします。
 保健福祉課（介護保険） 窓口④番
☎6682-9859

住之江警察署長から
感謝状が贈呈されました！
特殊詐欺被害を未然に防止した、住之江区在
住の３名の方に感謝状が贈呈されました。
杉山 和敏さん
携帯電話を片手にＡＴＭの操作に戸惑ってい
る様子の女性に声を掛け、ATM備え付けの電
話でコールセンターに連絡する。
大磯 芳美さん（見守りあったかネットコーディネーター）
知人女性宅に訪問した際に、同女性が話して
いる電話の内容が詐欺であったことから、すぐ
に切断させる。
郵便局員
住之江東加賀屋郵便局を訪れ、高額な現金を
引き出そうとしていた女性の携帯電話に何度も
着信が入っていたことから、すぐに警察に通報。
住之江警察署 ☎6682-1234

【住之江区の推計人口】117,909 人（男性 56,664 人／女性 61,245 人）【住之江区の世帯数】60,016 世帯（令和４年６月１日現在）

