2019年8月号

移動図書館まちかど号巡回日

学び

（水）、9月4日
（水）
と き 8月7日
ところ ･10：15〜10：55 天理教葛上分教会
（新今里5-3）

生野区民センター 文化祭

無 料

ヨーガ、太極拳、書道など区民センターにて活動を
行っている約10グループの紹介や体験会、舞台発表
などがあります。
と き 8月25日
（日）12:00〜16:00
ところ 生野区民センター
問合せ ☎6716-3020 FAX6716-1797

生野区持続可能なまちづくり活動支援事業 認定事業

体験活動DO/CO（どこ） 無 料

要申込

① 大池中学校卒若手ファイナンシャル
プランナーが語る！金融リテラシー

〜学校じゃ
「絶対に」教えてくれないおカネのこと〜

と き 8月11日
（日）14：00〜16：00

ところ NPO法人クロスベイス事務所

（桃谷4-5-15班家食工房2階）
講 師 宋世羅
（そんせら）さん（ファイナンシャルプランナー）
対 象 中学生以上
（大人のみの参加も可）
定 員 20名
（事前申し込み要）
申込み 8月9日
（金）までに 問合せ まで電話、FAX、
メールで①参加者お名前、②連絡先電話番号
をご連絡ください。

② ロート製薬の研究員になって
新しいハンドクリームをつくろう！
と き 8月18日
（日）14：00〜16：00

無 料 要申込
認知症ってなぁに？
〜誰もが住みよい街をめざして〜
（認知症サポーター養成講座）

認知症の理解を深める話と寸劇（すんげき）
です。手話
通訳あり。受講者は オレンジリング がもらえます！
と き 9月7日
（土）13:30〜15:00

ところ 生野区在宅サービスセンター
「おかちやま」

２階 多目的室
申込み 電話・FAXで氏名・電話番号を添えて 問合せ まで
問合せ 生野区社会福祉協議会
（キャラバン・メイト事務局）
☎6712-3101 FAX6712-3001

お知らせ
高等学校等への進学向け
奨学金等制度説明会

無 料

ところ 区民センター 301会議室

共 催 NPO法人クロスベイス

ロート製薬株式会社社内有志（いくP）
対 象 小学4年生〜中学3年生
（保護者の参加歓迎）
定 員 30名
（事前申し込み要）
申込み 8月16日
（金）までに 問合せ まで電話、FAX、
メールで①子ども（および保護者）お名前、
②連絡先電話番号をご連絡ください。
問合せ NPO法人クロスベイス

☎・FAX6741-1123
メール crossbase.info@gmail.com

大阪市ファミリー・サポート・
センター事業 提供会員養成講座
子どもとのコミュニケーションや事故防止、心とから
だの成長などについて、学びます。
と き 9月1日(日)、
3日
（火）
〜8日
（日）、
10日
（火）
〜11日
（水）
※くわしくはチラシやホームページをご覧ください。
対 象 市内在住の19歳以上の方・提供会員として登
録する意思のある方
定 員 １０名程度 ※一時保育あり
締 切 8月31日
（土）17：00まで
ところ 生野区子ども・子育てプラザ
問合せ ☎6752-8005
要申込

点訳の基礎・点字器を使用しての実習・パソコン点訳
の実習・講演会です。
受講終了後、
点訳ボランティアとして活動していただ
きます。
点訳に再挑戦したい方も・学生さんも大歓迎。
と き 9月7日
（土）
〜令和２年1月25日
（土）
毎週土曜日 18:30〜20:30 全17回
（但し、10月19日・12月28日・1月4日は休講）
ところ 生野区民センター
定 員 15名
（先着順）
費 用 1,400円
（テキスト
「点訳のてびき」代）

※既にお持ちの方は受講料不要

申込み 電話もしくはFAXで、
氏名・住所・電話番号を
添えて、問合せ まで。

問合せ 生野区社会福祉協議会

･13：10〜13：50 新巽東会館・老人憩の家
（巽東4-11）
･14：15〜14：55 せいりょう巽北駐車場（巽北2-22）
問合せ 中央図書館自動車文庫
☎6539-3305 FAX6539-3336

と き 9月4日
（水）19:00〜20:00

ところ 御幸森会館
（桃谷5丁目4-29）

点訳ボランティア養成講座

無 料

生野区ボランティア・市民活動センター
☎6712-3101 FAX6712-3001

対 象 中学校３年生の生徒及び保護者等

問合せ 教育委員会事務局

学校経営管理センター
☎6115-7641 FAX6115-8170
メール ua0018@city.osaka.lg.jp

特別児童扶養手当・特別障がい者
手当等の所得状況届及び現況届の
提出について
保健福祉センターよりお知らせ文書を送付していま
すので、特別児童扶養手当の認定を受けている方は
「所得状況届」を、特別障がい者手当・障がい児福祉
手当・福祉手当の認定を受けている方は「現況届」
を
提出してください。
提出期間 8月9日
（金）
〜9月11日
（水）
（土・日・祝日除く）
※これらの届は、8月分以降の手当の受給に必要な
手続きです。期間内に提出されないと、手当の支給
が遅れる場合があります。なお、前年の所得額等に
より、支給が停止されることがあります。
問合せ
保健福祉課 2階21番
☎6715-9857 FAX6715-9967

８月は
「こども１１０番月間」
です
「こども110ばんの家」
とは？
もしものときに、
こどもたちが助
けを求めることができるように、
ご家庭や事業所などに目印とな
る旗を掲げてもらっています。
「動くこども110ばん」
とは？
「こども110ばん」のステッカーを貼った車が地域を
走り、助けを求めてきたこどもの一時保護と警察へ
の通報等を行います。
※こどもたちが登下校や外出する際には、防犯ブ
ザーやホイッスルを持たせ、
しっかりと活用するよ
うに教えましょう。
※「こども110ばんの家」
にご協力いただける方を募
集しています。詳しくは、問合せ まで。
問合せ

地域まちづくり課 4階44番
☎6715-9743 FAX6717-1163

「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
前年の所得を申告されていない方のいる世帯へ、
申告書を7月に送付しています。
所得の不明な方がいる場合は、
軽減・減免を受けられま
せん。税の申告が不要な場合であっても、国民健康保
険料決定にかかる所得の申告を行う必要があります。
なお、申告書を送付した世帯のうち、未提出の世帯を
対象に、8月より
「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きます。
問合せ

窓口サービス課 4階48番
☎6715-9956 FAX6717-1161

生野図書館からのお知らせ
ところ 生野図書館
問合せ ☎6717-2381

FAX6717-3119

8月31日
（土）
までは月曜日も開館します
（10:00〜17:00）

・図書ボランティア(高齢者福祉施設)募集

無 料 要申込
生野図書館を拠点とするボラン
ティアグループに参加し、図書の貸出や紙芝居実演
などの図書ボランティア活動をしてくださる方を募集
します。
活動場所 区内の高齢者福祉施設
「瑞光苑(ずいこうえん)」
活動日 第1水曜日・第3木曜日
・原則として以下の講座を全回ご受講ください。
と き ①10月4日
（金）②10月11日
（金）
③11月1日
（金）④11月6日
（水）(全4回)
①②③10:00〜12:00 ④13:30〜15:30
ところ ①②③は大阪市立中央図書館 ④瑞光苑
定 員 5名程度

申込み 9月24日
（火）
までに、来館または電話にて
問合せ へ

・大阪市立図書館・大阪市環境局共催事業

無 料
図書館 de ECO
「Ｔシャツから布ぞうりをつくろう！」

要申込

と き 9月16日
（月・祝）10:00〜12:00

ところ 生野図書館 会議室

講 師 長谷川勝美
（エコライフ研究家）

対 象 どなたでも
（小学生3年生以下は保護者同伴で）
定 員 20名

持ち物 着古したＴシャツ3枚分を、
5cm幅の輪切りに

して持ってきてください。

申込み 8月16日
（金）10:00から受付開始。
来館または電話にて 問合せ へ

・絵本の会

無 料

絵本の読み聞かせや紙芝居、手遊びをします。
と き ・幼児から小学生低学年向け
8月3日
（土）、9月7日
（土）14:30〜15:00
・0・1・2歳向け
8月14日
（水）11:00〜11:30
定 員 各回20名程度

無 料
ごみ減量フェスティバル
「ガレージセール・イン・OSAKA
TOWN」出店者の募集
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

出店資格 営利を目的としないアマチュアの方で区内

在住の方

出店品 家庭で不用となった品物
（ただし出品できない

ものもあります）

募集数 各区20店
（申込多数の場合は抽選）

申込み 往復はがきに、
住所・氏名（ふりがな）
・生年月

日・性別・電話番号・出品するものを明記し、問
合せへ郵送してください。
締 切 8月24日
（土）必着
申込み 東部環境事業センター
問合せ 〒544‐0013 生野区巽中１-１-４
☎6751-5311 FAX6753-3041

大阪市サービスカウンター
（SC）
では、
土・日・祝日も戸籍、
住民票等の証明書をお取りいただけます。
（8月4日
（日）
、
9月7日
（土）
臨時休業）
取扱い時間はお問合せください。
●天王寺SC（あべちかB1 ☎6773-0874） ●梅田SC（ディアモール大阪B1 ☎6345-0874） ●難波SC（地下鉄なんば駅構内B1 ☎6211-0874）

