広告募集中

●区広報紙「こんにちは大正」は毎月39,000 部を発行し、1部あたりの発行単価（配布費用含む）は約21.9円です。そのうち約2.4円を広告収入で賄っています。
●広告掲載に関する問合せ…区役所 政策推進 TEL 4394-9975 FAX 4394-9989（大正区ホームページからも詳細についてご覧いただけます）

区保健福祉センターで実施する各種検 診・予防接種等
（要予約の検診等は定員になり次第締め切ります。詳しくは担当までお問い合わせください。）

対象

予約不要

結核健診

予約不要

15歳以上（妊娠中及び妊娠の可

（必ず、被保険者証と
受診券をお持ちください。）

能性のある方はご遠慮ください）

とき
11月 18日
（水）
9:30〜11:00

生活習慣病に関する血液・尿の検査、
血圧測定、医師による診察等
・取扱医療機関でも受診できます

10月 9日（金） 11月 10日（火） 無料
・保健福祉センターのみ受診できます
10:00〜11:00

乳がん検診 要予約
40歳以上（受診は2年に1回） 11月 9日（月）18:30〜19:30
【マンモグラフィ検査】※★ （昭和の年号で奇数年生まれの方）
18日（水）9:30〜10:30
乳がん検診 要予約
【超音波検査】※
子宮頸がん検診※
要予約

骨粗しょう症検診

（骨量検査）※★ 要予約

胃がん検診 要予約
【胃部エックス線検査】※★
胃がん検診

要予約
【胃内視鏡検査】※

大腸がん検診※★
要予約

肺がん検診※★
要予約

30〜39歳
20歳以上（受診は2年に1回）
（昭和の年号で奇数年、平成
の年号で偶数年生まれの方）

費用

無料

1,500円

・取扱医療機関でも受診できます

取扱医療機関のみ受診できます

1,000円

取扱医療機関のみ受診できます

400円
超音波でかかとの骨密度を測定 …無料
受診特典 特定保健用食品を配付

18歳以上

11月 9日（月）
18:30〜19:30

40歳以上

11月 18日（水）
9:30〜10:30

・取扱医療機関でも受診できます

取扱医療機関のみ受診できます

1,500円

50歳以上

（受診は2年に1回）

・保健福祉センターのみ受診できます

500円

（1,500円）

・取扱医療機関でも受診できます

11月 18日（水）
9:30〜10:30

40歳以上

胸部エックス線 …無料
かく痰検査 …400円

・かく痰検査は50歳以上で喫煙指数（1日に

吸う本数×喫煙年数）600以上の方が対象

・取扱医療機関でも受診できます

歯科健康相談※
予約不要

予防接種（BCG）
予約不要

生後1歳に至る

（1歳の誕生日前日）まで

標準的な接種期間

（生後5〜8か月）

離乳食講習会
要予約

無料

11月 18日（水）
9:30〜10:30

大阪市民の方

6〜7か月児とその保護者

歯科医師による助言・指導・唾液潜血検査
・保健福祉センターのみ受診できます

10月 22日（木）
11月 26日（木）
13:30〜14:30

・母子健康手帳と予防接種手帳を
ご持参ください

11月 19日（木）
14:00〜15:30

・離乳食のすすめ方について

無料

※大阪市に住民登録のない方、勤務先等で同程度の検診を受診できる方は対象となりません。

胃・大腸・肺がん
検診申込

プレパパ・プレママ
レッスン（妊婦教室）
要予約

発達相談

要予約

精神保健福祉相談
要予約

問合せ

乳がん
検診申込

妊娠5か月以降の妊婦と
その家族

10月 5日（月）
13:30〜15:30

妊娠5か月以降の妊婦と
その家族（定員15組）

（日）
10月 18日
10:00〜12:00
※定員に達しました

乳幼児

10月 19日（月）
13:30〜14:30

うつ、不眠、認知症、
アルコール問題等こころの
健康相談を希望する方

健康づくり 3階 30番

骨粗しょう症
検診申込

10月 1日（木）、26日（月）

※各回で時間が異なります

4394-9882

無料

・保健師の話
・妊娠中の栄養の話
・歯科健診

・歯科健診のみを受診できます

無料

要予約

・助産師の話 ・沐浴体験
・赤ちゃんの着替え体験
・妊婦疑似体験

こども・教育 3階33番

4394-9914

「大正区地域福祉ビジョン
Ｖer.�.�（案）」について
パブリック・コメント実施

区

「大正区地域福祉ビジョンＶer.2.0（案）」は、誰もが自分
らしく安心して暮らし続けられる地域づくりに向けて、
令和3年度より4年間の新たな取り組みを進めるために
改定するものです。このビジョンをより良いものにする
ため、多くの皆さまから広くご意見を募集します。

資料の閲覧・配架場所
●大正区役所保健福祉課 3階35番
●市民情報プラザ
受付方法

●送付 〒551-8501 大正区役所 保健福祉課あて
●ファックス 6553-1986
●電子メール taisho-chiikifukushi＠city.osaka.lg.jp
10月12日（月）より、パブリック・
コメントに関する資 料は ホーム
ページでご覧いただけます。

福祉 3階35番

問合せ

4394-9857

令和２年度 第１回 朝食欠食対策推進会議を
８月20日(木)に開催しました。

議題

●今年度の取り組み

委員

主なご意見と区役所からの回答

啓発について、青パトで朝食摂食について広
報する等、インパクトのある取り組みが大切だと思う。

無料

区長

無料

委員 「早寝早起き朝ごはん」のためには、自分で

・発育、発達の医師等による相談

・専門医（精神科医）による相談

お酒の問題について
お困りの方やその家族等

10月 21日（水）
10:00〜12:00

・支援者の方もご参加ください。

家族教室

区内在住で統合失調症と
診断された方の家族

10月 14日（水）
14:00〜16:00

（はじめてご参加の方はご連絡ください）

以下は広告スペースです。広告内容に関する一切の責任は広告主に帰属します。

4394-9857

こども医療証・ひとり親家庭医療証

※これまで開催された朝食欠食対策推進会
議 の 議 事 要 旨・会 議 資 料 や 委 員 名 簿 は
ホームページでご覧いただけます。

酒害教室

問合せ

福祉 3階35番

大正区朝食欠食対策推進会議
を開催しました
区

無料

★大阪市行政オンラインシステムでも受付しています。

障がい者医療証

受付期間 10月12日（月）〜11月11日（水）

便の潜血反応検査 …300円

40歳以上

区

障がい者医療証、こども医療証、ひとり親家庭
医療証を更新します。障がい者医療証はうぐいす色から
オレンジ色へ、ひとり親家庭医療証はあさぎ色から桃色
へ変わります。こども医療証は色の変更はありません。
資格要件を満たす方には、10月下旬に新しい医療証をお
送りします。現在、お持ちの医療証は11月1日から使えな
くなりますので、10月末までに新しい医療証が届かない
場合はご連絡ください。こども医療証は、有効期限が10
月31日までの方が更新対象です。それ以外の方は引き
続きご利用ください。
問合せ

特定健診

・40歳〜74歳の
国民健康保険加入者
・後期高齢者医療保険加入者

3

医療証を更新します

保健・福祉・健康

種類

2020年（令和2年）10月号 No.293

無料

無料

・家族交流会

保健活動 3階 32番

4394-9968

今までとは違う手法で広報していくことを
具体的に考えていきたいと思う。

計画的に物事をすすめていく力が重要だと思うが、
家庭への働きかけが難しい。

区長

広報紙でも啓発しているが、全家庭に見てもら
うのは難しい。子ども自身が睡眠を自己管理するよう促
している他都市事例も参考に、取り組みをすすめたい。
問合せ

健康づくり 3階30番

4394-9882

大正区広報紙・
大正区役所ホームページ
で魅力発信！！
区広報紙と区役所ＨＰに掲載する広告を
募集しています！
ぜひ、お問い合わせください！お気軽に！
大正区役所政策推進課
42番窓口 政策推進グループ

4394-9106

