
※ab特に記載のないものは市外局番「06」です。

「広報すみよし」8月号は、8万9,000部発行し、1部あたりの発行単価（配付費用含む）は約21.1円です。そのうち約2.2円を広告収入で賄っています。
点字版も作成していますので、視覚障がいのある人で希望する人はご連絡ください。　　　　　　  c政策推進課 ３階35番窓口　a6694-9842 b6692-553512

令和3年8月 No.303

c保健福祉課 健康推進 １階19番窓口  a６６９４-９882  b６６９４-６１２５

8月19日（木）・25日（水）、
9月2日（木）・8日（水）
13：00～17：00
　　  16名（ただし9月2日は24名）

内　容 と　き と こ ろ 問 合 せ 先

総務課　
a6694-9683 　b6692-5535
【予約】相談日当日9：00～電話にて

区役所3階
相談室

大阪府社会保険労務士会大阪南支部
【予約】相談日前週金曜10：00～16：00電話にて

8月16日（月）13：30～16：00
　　   5名

大阪府行政書士会住吉支部　
【予約】相談日前週金曜9：00～13：00電話にて

8月23日（月）13：30～16：00
　　   5名

大阪司法書士会阪南支部　
【予約】相談日前週金曜9：00～13：00電話にて

8月17日（火）13：30～16：00
　　   5名

大阪府宅地建物取引業協会なにわ南支部
【予約】相談日前日9：00～17：00電話にて（土日祝は除く）

8月26日（木）13：00～16：00
（受付は15：00まで）

行政相談員による
行政相談

総務省近畿管区行政評価局 行政相談課
a6941-8358 　b6941-8988

8月25日（水）11：00～14：00障がい者の暮らし
何でも相談

区役所1階
第1会議室

住吉区障がい者基幹相談支援センター・まいど
a6609-3133 　b6609-3210

平日（祝日、年末年始除く）
9:00～17:30生活自立相談 区役所4階

41番窓口
事業受託者　（社福）住吉区社会福祉協議会
a6654-7763 　b6654-7651

9月7日（火）14：00～15：30花と緑の相談 区役所１階南側
エレベーター前

長居公園事務所
a６６９１-７２００

平日（祝日、年末年始除く）
9:00～17:30

犯罪被害者等支援の
ための総合相談窓口

大阪市役所
4階

市民局人権企画課
a6208-7489 　b6202-7073

外国人のための
相談窓口
（Information Center 
for Foreign Residents）

がい こく  じん

そう  だん まど ぐち

（Professional consultations to help foreigners who are faced with problems and uneasiness）

がい  こく  じん みな ちょく めん ふ   あん もん  だい たい  おう せん  もん  そう  だん

ほう  りつ  そう  だん ろう  どう  そう  だんそう  だん

う つ

外国人の皆さんが直面する不安や問題に対応するための専門相談も受け付けています。

・法律相談（Legal Consultation）・ビザ相談（Visa Consultation）・労働相談（Consultation for Labor Matters）
月～金曜 9:00～19:00（Mon～Fri）　土・日・祝 9:00～17:30（Sat, Sun, and holidays）
大阪国際交流センター（天王寺区上本町8-2-6） 8-2-6 Uehommachi, Tennoji-ku　a6773-6533

げつ

おお  さか  こく  さい  こう  りゅう てん  のう　じ　  く　 うえ  ほん  まち

きん  よう ど　　 にち　 しゅく

新型コロナウイルス感染症の影響により、中止になる場合があります。開催状況については、お問い合わせください。

a7893-1333

a7492-1173

a6628-7133

a6695-2588

大阪市内在住の人対象

弁護士による
法律相談

社会保険
労務士相談

行政書士相談

司法書士相談

不動産相談

詳しくは
こちら

無料相談のご案内

定員

8月2日（月）、9月6日（月）
13：30～16：00　　   　5名定員

定員

定員

定員

要
予
約※

予約・
問合せ

保健福祉課1階 19番窓口 
a6694-9882b6694-6125

10月6日（水）

無 料

無 料

無 料

無 料

無 料

内　容 と　き と こ ろ 対 象

区役所1階
19番窓口

区役所

11月3日（水・祝）13:30～14:30
40歳以上の女性 1500円 ※受診は2年に1回

18歳以上

15歳以上

年齢制限なし

8月31日（火）
9月23日（木・祝）

8月18日(水)BCG接種
区役所1階
19番窓口8月30日(月)結核健診

8月31日（火）歯科健康相談

特定健康診査・
後期高齢者医療健康診査

※休日は区役所
　南西入口から
　お入りください。

※休日は区役所
　南西入口から
　お入りください。

（問診・診察・血液検査・血圧測定・尿検査等）

大腸・肺がん検診要
予
約乳がん検診（マンモグラフィ）

骨粗しょう症検診

13:30～14:30

13:30～14:30

詳しくはこちら各種検診などのご案内

40歳以上（喀痰検査は規定有）
・大腸（300円）・肺（無料）・喀痰（400円）9:30～10:30

9:30～10:30

9:30～11:00

40歳以上で大阪市国民健康保険・後期高齢者
医療制度に加入している人

1歳の誕生日の前日まで（標準的な接種月齢 生後5～8カ月）
　　　 ・母子手帳 ・予防接種手帳持ち物

※食事は健診の10時間前まで

※他の健康保険に加入している人は、対象外です。
　ご加入の保険者に受診方法などを確認してください。
持ち物 ・受診券 ・保険証

※要予約の相談は1組30分間

❶たまねぎはくし切りにする。
❷ズッキーニは乱切りにする。
❸れんこんは皮をむいて乱切りにし、酢水につけ、水気をきる。
❹パセリはみじん切りにする。
❺鶏もも肉はひと口サイズに切り、塩で下味をつける。
❻フライパンにサラダ油を熱し中火にかけ、鶏肉の表面を焼く。
たまねぎ、ズッキーニ、れんこんを加えてたまねぎが透き
通るまで炒める。

❼小麦粉を加えて、粉っぽさがなくなるまで炒めたら、
牛乳、トマト水煮缶、塩を加えてとろみがつくまで煮る。

❽器に盛り、パセリを散らす。

作り方

【1人分栄養価】 エネルギー142kcal  食塩相当量1.2g

鶏肉のトマトクリーム
煮

夏野菜でさっぱりと！ 鶏もも肉（皮なし）
塩
たまねぎ
ズッキーニ
れんこん
パセリ
サラダ油
小麦粉
牛乳
トマト水煮缶
塩
こしょう

２８０ｇ
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小さじ１
大さじ１

カップ3/4
１００ｇ

小さじ1/2
少々

材料（４人分）

い  い　  はやと

伊井 逸人ちゃん

楽しく元気に！
いっぱい釣り行こうね～

い い　 はやと

伊井 逸人伊井 逸人ちゃん

楽しく元気に！楽しく元気に！
いっぱい釣り行こうね～いっぱい釣り行こうね～

いしばし  おうすけ

石橋 旺典ちゃん
毎日幸せをありがとう。

泣いて笑って大きくなぁれ！

いしばし おうすけ

石橋 旺典石橋 旺典ちゃん
毎日幸せをありがとう。毎日幸せをありがとう。

泣いて笑って大きくなぁれ！泣いて笑って大きくなぁれ！

たかおか　  に  し   き

高岡 仁志希ちゃん

お兄ちゃんと
たくさん遊んで、
すくすく育ってね！

たかおか　 に  し  き

高岡 仁志希高岡 仁志希ちゃん

お兄ちゃんとお兄ちゃんと
たくさん遊んで、たくさん遊んで、
すくすく育ってね！すくすく育ってね！

みや  ち　  も   ね

宮地 萌寧ちゃん

おしゃべりができる日を
楽しみにしてるよ。

みや  ち　  も   ね

宮地 萌寧宮地 萌寧ちゃん

おしゃべりができる日をおしゃべりができる日を
楽しみにしてるよ。楽しみにしてるよ。

まつもと　  ゆ  り

松本 悠里ちゃん

あなたに出会えて
パパとママは幸せです♡

まつもと　  ゆ  り

松本 悠里松本 悠里ちゃん

あなたに出会えてあなたに出会えて
パパとママは幸せです♡パパとママは幸せです♡

かなもり もみじ

金森 椛ちゃん

これからも一緒にたくさん
笑って過ごそうね。

かなもり もみじ

金森 椛金森 椛ちゃん

これからも一緒にたくさんこれからも一緒にたくさん
笑って過ごそうね。笑って過ごそうね。

むか  い　 そうすけ

向井 聡佑ちゃん

すくすく元気に育って
ママとパパは幸せです。

むか い そうすけ

向井 聡佑向井 聡佑ちゃん

すくすく元気に育ってすくすく元気に育って
ママとパパは幸せです。ママとパパは幸せです。


