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くらし
８月下旬に学校選択制
希望調査票を送付します
令和２年４月小・中学校入学予定者
全員に、
「学校案内」
・
「希望調査票」
を送付します。
必要事項を記入のうえ、10月31日
（木）
までに、区役所に送付または窓口
にお持ちください。
８月末までに、お手元に届かない場
合は、区役所までご連絡ください。
学校選択制説明会（申込不要）
令和２年４月小・中学校入学予定者
の保護者を対象に説明会（約１時間
程度）
を開催します。子どもの同伴可。
とき

①９月５日（木）19時〜
②９月６日（金）10時〜
※①、②とも同じ内容です。

ところ 住吉区役所４階 大会議室

「障がいがある」、
「就学に不安を感じて
いる」など、入学に向けて相談がある場合
お住まいの通学区域の小・中学校
にご相談ください。
大阪市では、障がいのあるお子さん
の就学・進学先は、本人・保護者の意
向を尊重して決定しています。
外国籍の子どもの入学手続き
８月中旬に「入学のご案内」を送付しま
す。大阪市立の小・中学校へ入学を希望
する場合は、
９月27日（金）までに、区役
所に送付または窓口にお持ちください。
問合せ

34 番窓口
教育文化課 3階 ●
６６９４-９９６４ ６６９２-５５３５

住吉区高校合同説明会

無料・申込不要

近隣の高校約40校が参加します。
と き ９月８日
（日）10：00〜15：00
ところ 住吉区民センター 大ホール・小ホール
対象

中学生および保護者など

主催

住吉区PTA協議会

共催

住吉区役所・住之江区PTA協議会

問合せ

34 番窓口
教育文化課 3階 ●
6694-9743
6692-5535

高等学校等への進学向け
奨学金等制度説明会 無料・申込不要
と き ９月８日
（日）

全体説明会 12：00〜13：00
個別相談会 10：00〜12：00
13：00〜15：00
ところ 住吉区民センター 集会室４
対象

進学希望者および保護者など

主催

大阪市教育委員会

問合せ 大阪市教育委員会事務局

学校経営管理センター
6115-7641
6115-8170

令和元年度 第２回住吉区区政会議
とき

8月20日（火）18：30〜20：30

ところ 住吉区役所4階 大会議室
議 題 だれもが心地よく暮らせるまちなど

※傍聴希望者は、18：00から会場前にて先着順
で受け付けます。
（定員10名、多数抽選）

●

問合せ 総務課 3階 33 番窓口

6694-9625

02

6692-5535

募

「国民健康保険料のための所得
申告書」の提出をお願いします
国民健康保険料の軽減・減免は、
世帯全員の所得によって判定します。
前年の所得を申告していない人がい
る世帯へ、
「国民健康保険料のため
の所得申告書」を７月に送付していま
す。税の申告が不要な場合であって
も、国民健康保険料にかかる所得の
申告をしてください。
所得の不明な人がいる場合は、軽
減・減免を受けられません。
なお、申告書を送付した世帯へ「大
阪 市 国 民 健 康 保 険 料コール セン
ター」から電話で申告書の提出を呼
びかけています。
問合せ 保険年金課 2階 ●
22 番窓口
6694-9956
6692-4423

高額介護合算療養費制度
のお知らせ

集

【区内在住の中学生向け】

おりおの塾 受講生募集！

「第23回すみよし区文化フェスティ
バル」
（令和2年2月15日
（土）予定）の
開催に向け、実行委員として一緒にイ
ベントを企画し、盛りあげてみませんか。
イベント企画内容の検討
役割
当日運営スタッフとしての参加
対 象 区内在住・在勤・在学の人
定員

１コマ目：19：00〜20：10
２コマ目：20：15〜21：25
定 員 30名程度

受講料 月１万円（大阪市塾代助成カード使用可）

体験会（受付8/16（金）まで）無料

申込み 8月23日（金）までに申込書（ホームページ
問合せ

提出期間（土・日・祝日は除く）
①児童扶養手当
8月1日（木）
〜8月30日（金）
②特別児童扶養手当
8月9日（金）
〜9月11日（水）
③特別障がい者手当・障がい児
福祉手当・福祉手当
8月9日（金）
〜9月11日（水）

または●
34 番窓口にて配布）に必要事項を
記入し、持参または送付

８月20日
（火）英語／８月23日
（金）数学
定員：各コマ10名（体験は1人1コマ限り）
※「おりおの塾」に初めて来られる人が対象。

34 番窓口
教育文化課 3階 ●
６６９４-９９８９ ６６９２-５５３５

問合せ・申込み
株式会社トライグループ 家庭教師のトライ大阪校

０１２０-５５５-２０２
（９：００〜２３：００）
※住吉区のおりおの塾とお伝えください。

「住吉エンジョイソフトバレー
ボール」参加チーム募集！

塾代助成カードについては、
大阪市塾代助成事業運営事務局
6452-5273（12：００〜２0：００）
ふみ

●

問合せ 保健福祉課 2階 26 番窓口

6694-9692

「未婚の児童扶養手当受給者に対する
臨時・特別給付金」のお知らせ

家庭で不用となった品物の有効活用
を目的にガレージセールを開催します。
と き 10月12日
（土）
10：30〜14：30（雨天中止）
ところ 大阪城公園 太陽の広場
区内在住かつ営利目的でない
アマチュアの人
定 員 各区20店
（多数抽選）

対象

かん がっ きゅう

ぼ しゅう

入学生募集！

ぎ

む きょういく

ねんれい

まん

さい

こ

義務教育の年齢（満15歳）
を超えてお
ちゅうがっ こう

そつぎょう

り ゆう

り、中学校を卒業していないなどの理由
にゅうがく

き ぼう

ひと

たい

や かん

で、入学を希望する人に対して、夜間に
ちゅうがっ こうきょういく

おこな

中学校教育を行います。
がつ

しめ きり

か

か

（火）
締 切 ９月１０日
くわ

と

あ

※詳しくはお問い合わせください。
といあわ
問合せ 大阪市立文の里中学校夜間学級
へいじつ
（平日13：00〜20：00）
６６２１-０７９０

イベント・講座
健康づくりひろげる講座
無料
を開催
住み慣れた地域で健康に過ごすため
に、いきいき百歳体操や認知症予防の
方法を一緒に学びませんか？
※6回以上の受講で修了証を発行しま
す。
また、
12月18日
（水）
、
2月19日
（水）
に同窓会を予定しています。
【講師】医師、歯科衛生士、音楽療法指
導員、健康運動指導士、地域包括支援
センター職員等
と き ９月４日（水）
・１１日（水）
・１８日（水）

１０月３日（木）
・１６日（水）
・２３日（水）
１１月６日（水）
・１３日（水）
13：30〜15：30
ところ 住吉区役所１階 ほか

申込み 8月24日
（土）必着

往復はがきにて（住所・名前とふ
りがな・生年月日・電話番号・出品
するものを記載）

区内在住の人

対象

※家庭で不用となった品物に限ります。
ただし出品できないものもあります。

定 員 ４０名程度
（先着順）
申込み ８月１３日
（火）
〜２３日
（金）

電話・窓口にて
問合せ 保健福祉課 1階 ●
19 番窓口
6694-9968
6694-6125

おめでとうございます〜健康づくり功労者 市長表彰〜

健康づくりの推進及び栄養改善の向上に携わってこられた功績により受賞されました。
住吉区健康づくり推進協議会
「かきつばたの会」会長
い

とう

み

よ

こ

伊藤 美世子さん

問合せ こども青少年局子育て支援部

こども家庭課
6694-9743

や

文の里中学校夜間学級

問合せ 西南環境事業センター
（〒559-0023 住之江区泉1-1-111）
令和元年11月分の児童扶養手当
6685-1271
6685-1282
の支給を受ける母もしくは父で、令和
（月〜土8：30〜17：00）

元年10月31日時点で「①これまでに
法律婚をしたことがない」かつ「②事
実婚をしていないか、事実婚中だが相
手の生死不明等」の要件を満たす人
に特別給付金（17,500円）が令和2
年1月期に支給されます。該当する人
は児童扶養手当現況届提出時に申請
してください。申請には戸籍謄本（費
用：自己負担）
が必要です。

さと ちゅう がっ こう

にゅう がく せい

（ホームページまたは事務局にて
配布）に記入し、事務局へ提出
（平日9：30〜16：00、FAX可）
問合せ 住吉区スポーツ推進委員協議会事務局
（一財）大阪市コミュニティ協会住吉区支部協議会内
6696-5611
6696-5633

「ガレージセール・イン・OSAKA
無料
TOWN」出店者募集！

①②の提出については
8月13日（火）〜19日（月）特設会場を開設
（区役所4階第3会議室）
※提出がない場合は、手当の支給が
停止されますのでご注意ください。

遠里小野小学校（遠里小野6-6-27）

場所

申込み 8月16日
（金）までに参加申込書

児童扶養手当等を受給中の人は
現況届などを提出してください

6694-9857

実施日 毎週火・金 ※週２コマ受講可

5名程度

各医療保険（国民健康保険、後期
と き 9月1日
（日）9：30〜
（受付9：00〜）
高齢者医療制度、会社の健康保険な
ところ サンエイワーク住吉スポーツセンター
ど）
と介護保険の両方を利用した場合
（浅香1-8-15）
に、負担を軽減する制度です。同一世
募集チーム ※区内在住・在勤・在学の人に限る
帯内で、1年間（前年8月〜当年7月）
①一般の部：12歳以上（小学生を除く）の男女各2名
の医療保険及び介護保険に支払った
②女性の部：12歳以上（小学生を除く）の女性4名
自己負担額の合計が著しく高額となっ ③シニアの部：50歳以上の男女4名
た場合、申請により自己負担限度額を （ただし男性2名まで。女性のみ可）
超える額（上限あり）
が支給されます。 ④ファミリーの部
申請方法や自己負担限度額など、 （小学生2名と30歳以上の男女各1名または女性2名）
詳しくはホームページをご覧いただく
定 員 1チーム4名以上8名以内
（重複エントリーはできません）
かお問い合わせください。
費 用 1チーム1000円
問合せ
22 番窓口
保険年金課 2階 ●
6694-9956
6692-4423

☆１人の講師につき生徒５人以下の少人数制
☆実施教科は国・数・英の３教科
☆中３は定期テスト・入試前に理・社も対応
☆映像授業の配信で自宅学習もサポート

「すみよし区文化フェスティバル」
実行委員募集！

6692-5535

〈8月の防犯キャンペーン〉自転車の前かごに、ひったくり防止カバーを装着します。

住吉区食生活改善
推進員協議会役員
むろ

ふ

み

こ

室田 富美子さん

と き 8月9日
（当日先着順・無料）。
（金）11：00〜
（雨天決行） ところ 万代苅田店（苅田3-2-7）※装着数量は150個です

※自転車でお越しの人に装着します。

た

問合せ

36 番窓口
地域課 3階 ●
6694-9840
6692-5535

