弁護士による
「離婚・養育費」
に関する専門相談

子育て

対 象 市内にお住まいの方で、
未

新１年生の就学通知書は
届いていますか？
今年4月に小・中学校へ入学されるお子さんがいる
保護者の方に、就学通知書を昨年末に送付してい
ます。もしお手元に届いていない場合は問合せまで
ご連絡ください。
●小学校…平成24年（2012年）4月2日から平成
25年（2013年）4月1日までに生まれた方
●中学校…平成31年（2019年）3月に小学校を
卒業する見込みの方
また、国立・私立の学校および市立咲くやこの花中
学校へ入学される場合は、その学校が発行する入学
許可書と印鑑を持って、問合せへお届けください。
（注）市立咲くやこの花中学校は別途、学校から連絡
があります。
※こどもが外国籍（がいこくせき）の人（ひと）へ。
入学申請書（にゅうがくしんせいしょ）をだしていな
い人（ひと）は、すぐに区役所（くやくしょ）の1階（か
い）5番窓口（ばんまどぐち）
にきてください。

＜生野区における指定校変更基準＞
生野区では、区独自の取組として入学時に限って指
定校変更基準を設けています。
●小学校…自宅から就学する学校までの直線距
離が400ｍ以上あり、かつ就学する学校よりも直線
距離が短い学校がある場合。
（区内に限る）
●中学校…就学する学校に希望の部活動がなく、
希望する部活動のある学校に入学を希望する場合。
（区内に限る）
※詳しくは、就学通知書に同封の案内をご参照ください。
申込期日 1月15日
（火）

しない、
させない、越境入学

NO！

窓口サービス課 1階5番
☎6715-9963 FAX6715-9110

ところ

1月11日
（金）

旭区役所

1月 9日
（水） 9:30〜 ☎6957-9857

1月16日
（水）

港区役所

1月 9日
（水） 9:00〜 ☎6576-9856
1月23日
（水） 9:00〜 ☎6308-9423

2月 5日
（火） 東成区役所

1月29日
（火）
10:00〜 ☎6977-9857

2月 7日
（木） 大正区役所

1月31日
（木） 9:00〜 ☎4394-9109

※いずれも14:00〜16:00（1人30分）
無 料

と き 1月15日
（火）14:00〜16:00

保健師による妊娠中の過ごし方のお話

ところ 区役所 ２階集団検診室

対 象 区内在住の妊婦、
及びその配偶者

持ち物 冊子
「わくわく」
・母子健康手帳・筆記用具

保健福祉課 2階23番
☎6715-9968 FAX6712-0652

無 料

要予約

と き 1月15日
（火）受付13:30〜13:50

申込み 1月11日
（金）
までに問合せへ

保健福祉課 2階24番
☎6715-9882 FAX6712-0652

離乳食講習会

無 料

と き 1月23日
（水）14:00〜 ※予約不要

ところ 区役所 ２階集団検診室
問合せ

保健福祉課 2階24番
☎6715-9882 FAX6712-0652

アラフォーママのつどい

無 料

要予約

参加者同士の交流、育児相談、赤ちゃんの身長体重
の計測ができます。
と き 1月24日
（木）10:00〜11:30
ところ 区役所 2階集団検診室
対 象 初めての出産時35歳以上の妊産婦
問合せ
保健福祉課 2階23番
☎6715-9968 FAX6712-0652

〜小・中学校交流かけはし事業〜

生野区では、中学校で楽しい学校生活を送っていけるよう、校区内の小学生同士
や小・中学生が一緒に行う交流や体験などの学校活動の支援を行っています。
参加児童の声 「中学校の先輩と仲良くなれてよかった」、
「体験した部活動が楽しかった」

田島中学校区（田島中、田島小、生野南小）
10月30日に中学校で小学校5・6年生と中学校全学年で音楽鑑賞会を行いま
した。プロの演奏者による楽器の紹介や、小・中学生が一緒に演奏をする楽器体
験が行われました。

巽中学校区（巽中、巽小、北巽小）
11月30日に小学６年生が中学校を訪れ、部活動体験を行いました。部活動体験で
は、小学生と中学生が一緒になって練習や交流試合をするなどして汗を流しました。

新巽中学校区（新巽中、巽小、巽南小）
11月30日に小学6年生が中学校を訪れ、部活動体験を行いました。中学校の紹
介の後、小学生は希望する部活動に体験入部し、中学生と一緒に練習や交流試合
をするなどして汗を流しました。
地域まちづくり課 4階43番 ☎6715-9920 FAX6717-1163

無 料

（受付時間 13:30〜14:30）
※整理券は当日12時頃に2階集団検診室前で配布
ところ 区役所 2階集団検診室
（受付及び接種）
対 象 標準的接種期間 生後5カ月〜8カ月の乳児
（１歳の誕生日の前日まで接種可能）
持ち物 母子健康手帳・予防接種手帳
問合せ
保健福祉課 2階24番
☎6715-9882 FAX6712-0652

子ども・子育てプラザより
イベントのご案内

無 料

えほんの広場

中国語・英語で絵本の読み聞かせをします。
と き （中国語）
1月12日（土）10:30〜11:00
（英 語）1月24日（木）10:30〜11:00
対 象 乳幼児と保護者

ところ 区役所 2階201会議室
問合せ

BCG予防接種

と き 1月18日
（金）、2月15日
（金）※予約不要

内 容 栄養士による妊娠中の食生活のお話

妊婦歯科健診

予約電話番号

1月30日
（水） 淀川区役所

全3回コースで毎月1テーマを開催しています。
いつからでも参加可

問合せ

予約受付日

1月24日
（木） 阿倍野区役所 1月17日
（木） 9:00〜 ☎6622-9865

ウェルカムベビースクール
（妊婦教室）

生野区では小学生と中学生の交流促進に取り組んでいます

問合せ

相談日

内 容 離乳食の進め方について お話と調理実演

居住実態のない住所地に住民
登録をし、そこから通学をするのは 越境入学
不適正な就学です。住民登録を正
しく行い、適正な就学をしましょう。
不適正な入学と分かれば、入学
後でも適正な学校へ転校してい
ただきます
問合せ

成 年 のこどもが いる父 母
（右記のどの区役所でもご
相談いただけます）
定 員 各区役所4名
（先着順）
問合せ こども青少年局
子育て支援部こども家庭課
☎6208-8034
FAX6202-6963

プレママ・プレパパ教室

要申込

小児推拿（すいな）

要申込

妊娠中の過ごし方や出産のしくみ、パパの育児の役
割などを助産師さんが分かりやすくお話してくれます。
と き 1月19日
（土）10:30〜11:30
対 象 プレママ・プレパパ
申込み 問合せまで電話または来館

子ども特有のツボや経路を知り、簡単な施術を学び
ましょう
と き 1月20日
（日）10:30〜11:30
対 象 乳幼児と保護者 定 員 20組
申込み 問合せまで電話または来館

ワン・ツー・りとみっく

ファミサポ会員との交流時間もあります。
と き 1月22日
（火）10:30〜11:30
対 象 乳幼児と保護者
子ども・子育てプラザのイベントに関するお問合せは・・・
ところ 生野区子ども・子育てプラザ
問合せ 巽北2-4-16 ☎6752-8000
生野へようこそ赤ちゃん！ウェルカムプレゼント

「いくのっこぶくろ」がスタート
対 象 生野区在住で2019年1月以降に母子手帳を

もらった方
※母子手帳交付時に配付する「いくぴよファイル」
の中に
「引換券」が入っています
引換期間 引換券をもらってから赤ちゃんがおおむね
6ヶ月になるまで
引換場所 各子育て支援施設
※引換場所は妊娠や子育て中の方が集える場所です。
ぜひ遊びにきてくださいね。
※袋の中身は、
「固形ミルク」
「天然だしパック」
「オム
ツ」
など
（内容は変更になる場合があります）
※詳細はHP「いくのde育〜の」
をご覧ください
https://ikunokukodomo
kosodateplaza.com/news/
問合せ 生野区子ども・
子育てプラザ
（巽北2-4-16）
☎6752-8000

●生野区の面積:8.37k㎡ ●人口:129,638人 ●世帯数：66,429世帯
（平成30年12月1日現在）
●広報いくのは47,500部を発行し、
1月号1部あたりの発行単価は22.1円です。そのうち3.5円を広告収入で賄っています。

