
「広報すみよし」5月号は、8万8,500部発行し、1部あたりの発行単価（配付費用含む）は約15.4円です。そのうち約1.3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 b6692-55358

令和3年5月 No.300 ※ab特に記載のないものは市外局番「06」です。

　新型コロナウイルス感染症の影響によ
り長引く自粛生活で、「コロナ疲れ」して
いませんか。長期間ストレスが続くと、う
つ病などのこころの病気につながる危険
があります。こころとから
だの抵抗力を高めて、
コロナに負けない健康
習慣を身につけましょう！

ココロほっとMail
from 精神保健福祉相談員

c保健福祉課 １階19番窓口
a６６９４-９９６８ b６６９４-６１２５

5月12日（水）・20日（木）・
26日（水）・6月3日（木）
13：00～17：00
　　  16名（ただし6月3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9：00～16：00電話にて

5月10日（月）13：30～16：00
　　   5名

区役所3階
相談室

近畿税理士会住吉支部
【予約】相談日前週金曜10：30～16：00電話にて

5月17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

5月24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

5月18日（火）13：30～16：00
　　   5名

全日本不動産協会なにわ南支部　
【予約】相談日前日（土日祝除く）まで9：30～17：00電話にて

5月27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

5月26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

月～金曜（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

５月１１日（火）・６月１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

月～金曜（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。

a6678-0567

a6678-3871

a6628-7133

a6636-2103

大阪市内在住の人対象

予約・
問合せ

弁護士による
法律相談

税理士相談

行政書士相談

司法書士相談

不動産相談

保健福祉課1階 19番窓口 
a6694-9882b6694-6125

6月 5日（土）
6月21日（月）

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

①清水丘小学校
②・④・⑤区役所
③大領小学校

40歳以上（喀痰検査は規定有）
・大腸（300円）・肺（無料）・喀痰（400円）

7月31日（土）
8月 4日（水）

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

①5月 9日（日）
②5月17日（月）
③5月22日（土）
④5月28日（金）
⑤6月 5日（土）

5月19日(水) BCG接種

区役所1階
19番窓口

5月26日(水)結核健診

5月17日(月)

5月28日（金）　9:30～10:30

9:30～10:30
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）

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
　　　 ・受診券 ・保険証持ち物

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

大腸・肺がん検診要
予
約

要
予
約※
乳がん検診（マンモグラフィ）
骨粗しょう症検診

9:30～10:30

13:30～14:30

13:30～14:30

9:30～10:30

9:30～11:00

詳しくはこちら

詳しくは
こちら

起床時間を守り、
３食を規則正しく解消法❶

起床時間を決め、朝の光を浴びて体内時計を
リセットし、オンとオフをしっかり切り替えましょう。

お酒やたばこに注意!解消法❷
自宅で過ごす時間が長引くことで、深酒や喫
煙量の増加が問題となっています。気分転換
のはずが、病気の原因になる可能性も。

人とのつながりを大切に解消法❸
家族や友人とのつながりは、それだけでストレ
スへの抵抗力を高めます。電話やSNSを活用
し積極的に交流を。

困ったときは誰かに相談を解消法❹
悩みやストレスがあるときは、一人で抱え込ま
ずに誰かに相談しましょう。

無料相談のご案内

各種検診などのご案内

っとMail
保健福祉相談員保保健福祉相談員

染症
コロナ
トレスが続くと う

症の影響によ
ナ疲れ」して
続く う

　新型コロナ
り長引く自粛
いませんか

ナ新型コロナ

ココロ
fr

コ

コロナストレス解消法コロナストレス解消法
～自粛生活が長引く中で～～自粛生活が長引く中で～
コロナストレス解消法
～自粛生活が長引く中で～

「大阪市こころの健康センター」では
新型コロナウイルス感染症に関するこころ
の不安やストレス等について、相談をお受
けしています。
a6922-3474
平日（祝日・年末年始除く）9：30～17：00

13:30～14:30

※1組30分間

定員

定員

定員

定員

定員

ひろ せ

廣瀬 さくらちゃん
元気いっぱい！

我が家に来てくれて
ありがとう！

ひろ せ

廣瀬 廣瀬 さくらさくらちゃん
元気いっぱい！元気いっぱい！

我が家に来てくれて我が家に来てくれて
ありがとう！ありがとう！

まち  でら  さつ  き

待寺 颯稀ちゃん

毎日いっぱい遊んで
大きくなってね！
大好きだよ！

まち でら さつ き

待寺 颯稀待寺 颯稀ちゃん

毎日いっぱい遊んで毎日いっぱい遊んで
大きくなってね！大きくなってね！
大好きだよ！大好きだよ！

し みず    あ  き

清水 明希ちゃん

笑ったり泣いたり、
たくさんのお顔を

これからも見せてね！

し みず あ き

清水 明希清水 明希ちゃん

笑ったり泣いたり、笑ったり泣いたり、
たくさんのお顔をたくさんのお顔を

これからも見せてね！これからも見せてね！

ふなびき  れ  お

船引 玲央ちゃん

すでに食いしん坊！
元気に大きく
育ってね♡

ふなびき れ お

船引 玲央船引 玲央ちゃん

すでに食いしん坊！すでに食いしん坊！
元気に大きく元気に大きく
育ってね♡育ってね♡

たちなみ   こと な

立浪 詩彩ちゃん

これからも
たくさんの

笑顔見せてね！

たちなみ こと な

立浪 詩彩立浪 詩彩ちゃん

これからもこれからも
たくさんのたくさんの

笑顔見せてね！笑顔見せてね！

い  かわ   たま き

井川 珠季ちゃん

元気いっぱい
遊んで

大きくなろうね！

い かわ たま き

井川 珠季井川 珠季ちゃん

元気いっぱい元気いっぱい
遊んで

大きくなろうね！大きくなろうね！

まつした   ゆう と

松下 悠翔ちゃん

三兄弟の末っ子♪
たくましく
育ってね(^^)

まつした  ゆう と

松下 悠翔松下 悠翔ちゃん

三兄弟の末っ子♪三兄弟の末っ子♪
たくましくたくましく
育ってね(^^)育ってね(^^)


