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12月イベントカレンダー

広報紙掲載のイベント・講座などは、新型コロナウイルス感染症の影響により、変更または中止となる場合があります。
本紙掲載記事・写真・イラストを無断で転載、複写することはご遠慮ください。

区民の皆さんの声を、区政に反映！／年末年始ごみ収集のお知らせ／「US Jでの新成人祝賀事業」を開催

I 中部環境事業センター　L 6714-6411

I 市民協働課（教育文化）　L 6774-9743

I 事業戦略室　L 6774－9910

今年も区民の皆さんから、たくさんのご意見をいただきました。天王寺区では、「PDCAサイクル※」に独自の
「Listen」(聴取)を加え、区民の皆さんのご意見を事業の改善、施策の展開に反映させる『PD“L”CAサイクル』を導入しています。
※�Plan(計画)、Do(実行)、Check(評価)、Action(改善)という4つのプロセスを繰り返すことで、業務の改善を継続していく手法を「PDCAサイクル」といいます。

天王寺区では、区民モニターアンケートや庁舎内に設置しているご意見BOX等、様々な形で区民の皆様のご意見を伺っています。

区民の皆さんの を、区政に反映！声

いただいたお声

I 市民協働課（教育文化）L 6774－9743
I 保健福祉課（子育て支援室）L 6774－9894

今年度より保健師が配置され、未就園児への家庭訪問や保育
所・幼稚園等への訪問を行い（訪問時に絵本を配付）、就学前まで
に必要な生活習慣が身につけられるよう健康教育や
子育て相談等を行う4歳児訪問事業を実施しています。

いただいたお声
子育てに必要な物資の無料配布などを通じて 

子育て世帯を直接訪問し、支援・相談から対応して
いけばと思う。

学校やネット上のいじめ問題について、子ども 
たちが小さなうちから考える機会を作ったり、引き
こもりなど全ての子どもを支援してほしい。

いただいたお声

I 市民協働課（教育文化）L 6774－9743

他校の生徒と協力しあって行事をすれば、共通
の話題ができ、他の学校に友だちができるなど、 
いろんな効果があると思う。

12月4日㈯11時から区民センターで、天王寺中学校、夕陽丘中
学校、高津中学校による合同の文化祭を初めて開催します。舞台
発表や作品展示などにより、生徒間の交流を深めることができると
考えます。区民の皆さんもぜひお越しくだ
さい。

いじめや不登校等の問題解決に向けて、スクールカウンセラーと
して臨床心理士が児童・生徒や保護者に対して、小中学校でカウ
ンセリングを行っていますが、今年度からスクール 
カウンセラーを区内全ての市立小・中学校（11校）に
１人ずつ配置しました。

いただいたお声

I 保健福祉課（子育て支援室）L 6774－9894

子育てひろばを増やしてほしい。ママたちが出会
える場が増えたら良いと思う。

「ひろば」型の子育て支援施設が今年の10月に
新たに２ヶ所（「こそだてひろばBlooming」「おや
こひろば nico」）増え、区内で５ヶ所となりました。

1 水
●外国人のための相談窓口�
「法律相談」� 【6面】
●移動図書館まちかど号� 【7面】

2 木

3 金 ●マタニティ教室①� 【11月号】
●離乳食講習会� 【5面】

4 土

●パークファン��
〜公園であそぼう〜�【11月号】
●成年後見制度・市民後見人活動
啓発講演会� 【11月号】
●令和3年度�天王寺区大阪市立�
中学校合同文化祭� 【11月号】

5 日 ●聖徳太子ウォーク� 【10月号】
6 月

7 火 ●外国人のための相談窓口�
「法律相談」� 【6面】

8 水 ●地域ふれあい子育て教室�
（ぷちももてん）� 【11月号】

9 木 ●アドラー心理学！��子育ての�
勇気づけ講座入門� 【5面】

10 金
●マタニティ教室②� 【11月号】
●子育て支援講座�「ほどよい母親」
「いい母親」どう違う� 【5面】

11 土

●借金問題解決のための土・日無料
相談会（〜12/12）� 【11月号】
●住まいと暮らしの無料相談会�
� 【11月号】

12 日 ●アジアンチャリティー�
フェスティバル� 【7面】

13 月
14 火

15 水 ●外国人のための相談窓口�
「法律相談」� 【6面】

16 木
17 金 ●楽しい筆文字年賀状講座�【7面】
18 土

19 日

●2021てんのうじ吹奏楽�
フェスティバル� 【11月号】
●外国人のための一日インフォ
メーションサービス� 【7面】

20 月 ●助産師によるミニ講座と相談�
� 【5面】

21 火

●外国人のための相談窓口�
「法律相談」� 【6面】
●体のゆがみを正す運動療法�
� 【7面】

22 水

23 木

●プラザで楽しむ「クリスマス音楽
パーティーへようこそ」� 【5面】
●ごみの分別相談とフードドライブ�
� 【6面】
●だっこでえほん�あかちゃんの�
ためのおはなしのじかん�【7面】

24 金 ●認知症サポーター養成講座�
� 【6面】

25 土 ●冬のおはなし会� 【7面】

26 日

●日曜開庁� 【3面】
●日曜法律相談� 【3面】
●天王寺フィルハーモニー�
第8回区民コンサート� 【6面】

27 月
28 火
29 水
30 木
31 金

年末年始ごみ収集のお知らせ 年末年始のごみ収集は、収集
時間帯が普段と変わりますの
で、必ず収集日の朝８時30
分までにごみをお出しいた
だきますようお願いします。

★  「普通ごみ」と「資源ごみ」「容器包装プラスチック」「古紙・衣類」の収集日が同じ日になる場合は、少し離してお出しください。
★  電話による粗大ごみ収集の申込み受付は、 

年内は12月28日㈫まで、年始は１月4日㈫から行います。
⃝インターネットでの申込み　※24時間、365日いつでもお申込み可能です。
⃝固定電話から ▶ 0120-79-0053（通話料無料）　⃝携帯電話・スマートフォンから ▶ 0570-07-0053（通話料有料）

受付日／月曜日〜土曜日　9:00〜 17:00�※月曜日や祝日の翌日、また受付開始直後はお申込みが多く、電話がつながりにくい場合があります。

ごみ分別アプリ「さんあ～る」

▲�iOS搭載端末 ▲Android搭載端末

　 普段の収集曜日（地域） 年末最後の収集日 年始最初の収集日

普通ごみ
月・木の地域 12月30日㈭ 1月６日㈭
火・金の地域 12月31日㈮ 1月４日㈫
水・土の地域 12月29日㈬ 1月５日㈬

資源ごみ
月の地域 12月27日㈪ 1月10日（月・祝）
火の地域 12月28日㈫ 1月４日㈫
水の地域 12月29日㈬ 1月５日㈬

容器包装 
プラスチック

木の地域 12月30日㈭ 1月６日㈭
金の地域 12月31日㈮ 1月７日㈮
土の地域 12月25日㈯ 1月８日㈯

古紙・衣類
木の地域 12月30日㈭ 1月６日㈭
金の地域 12月31日㈮ 1月７日㈮

※��「古紙・衣類」はコミュニティ回収が実施されています。� �
出し方は市が収集する場合と同様ですが、回収は地域と
契約した再生資源事業者が行っています。

▲ �インターネットでのお申込み
はこちら粗大ごみ収集

受付センター

ごみ収集日お知らせ機能などがご利用できます。

開催日／天王寺区は令和4年1月8日㈯��（開催日は区によって異なります）
※�パーク内への入場および式典開始時間など、詳細が決まり次第、区ホームページなどでお知らせします。
場所／ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（此花区桜島2-1-33）
対象／平成12（2000）年4月2日～平成13（2001）年4月1日に生まれた方（令和２年度の新成人）
※対象の方には12月中旬に案内状をお送りします。

令和２年度の新成人を対象とした「USJでの新成人祝賀事業」を
開催します
令和2年度に大阪市各区の「成人の日記念のつどい」が中止または延期となった新成人をユニバーサル・

スタジオ・ジャパン（USJ）での新成人祝賀事業にご招待します。皆さんが安心してご参加いただけるよう、
ぜひ新型コロナウイルス感染症のワクチン接種をご検討ください。

▲�区ホームページは
こちら


