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　鶴見区の歴史や魅力を感じていただくこと
で地域（区）への愛着をより深める取組みとし
て、今年も「つる魅力検定」の実施を予定してい
ます。その受験者に
記念品をご提供い
ただける企業等を
募集します。
※ご協力いただけ
る企業等につき
ましては、広報
紙等に掲載させ
ていただきます。

問合せ 総務課（魅力創造） 4階41番 ☎6915-9176

申込・問合せ 総務課（政策推進） 4階41番 ☎6915-9683

「つる魅力検定」に
協賛いただける企業等を
募集します

鶴見区のパパ、ママのための
「子ども・子育てプラザ」や
「つどいの広場」をご活用ください。

つるみっこ写真館つるみっこ写真館
4月出生届受理件数103 件

まちの未来を担う子どもたちのとっておきの1枚をご紹介します。

スマホからは
こちら ⇩

★詳しくはホームページを
　ご覧ください。

かわいいお子さんの
写真、募集中！

子育て応援します！子育て応援します！

　大阪市内の乳幼児（0歳～就学前）とその保護
者の交流、情報交換の場所です。

つどいの広場

開催日
時間

内容

火～土曜日
①10時～11時20分　
②11時50分～13時10分　
③13時40分～15時
※事前予約制（電話または来館）・入替制
自由遊び、各種行事、楽しいイベント、子
育て支援のための講座や教室

つどいの広場ソフィア（緑1-11-3）

　大阪市内在住の小・中学生、高校生を対象に、
自習室や安心して遊べる場所を提供します。

児童の遊び場

開催日
時間

内容

火～日曜日
①9時～10時40分　
②11時10分～12時40分　
③13時10分～14時50分　
④15時20分～17時
自由遊び、各種行事、プラザまつり、将棋
教室、モノづくり教室、料理体験など

子ども・子育てプラザ
開設日
対象

時間

定員
費用

月～金曜日
主に乳幼児（0～3歳）と
その保護者　
①10時～11時30分　
②11時45分～13時15分
③13時30分～15時
入替制 先着5組まで
無料（ただし教材費は実費）
※一時預かり保育も行っています。

問合せ ☎6180-3550

つどいの広場まほろ（鶴見2-4-7）

開設日
対象
時間

定員
費用

月～金曜日（祝日は休み）
乳幼児（0～3歳）とその保護者
10時～15時
月曜日10時～12時（0歳のみ）
※事前予約制、1時間の入替制です。
各2組
無料

問合せ ☎090-2359-1312

つどいの広場秀和（諸口6-2-7）

開設日
時間
定員
費用

月～金曜日（祝日は休み）
9時30分～15時30分（12時～13時は昼休み） 
事前予約制・入替制 午前5組×2回 午後9組
無料

問合せ ☎090-9215-1545

つどいの広場
　乳幼児をもつ親と子どもが交流を深めたり、育児相談やイベント、情報交
換を楽しめます。

問合せ 保健福祉課（子育て支援室） 1階⑫番 ☎6915-9107

つるみっこ写真館 で 検索検索

※年齢・コメントは撮影当時のものです。

6か月

たくさんの『はじめて』を
一緒にたのしもうね♪

ちゃん
きみちか

坂手 仁尋

6か月

生まれてきてくれてあり
がとう。これからいっぱ
い思い出作ろうね。大好
きだよ。

ちゃん
かん な

宮下 栞奈
7か月

生まれてきてくれて本当
にありがとう。毎日幸せ
だよ～♪　モリモリ食べ
て大きくなってね！

ちゃん
あさ ひ

藤原 旦陽

BCG集団予防接種 ※母子健康手帳・予防接種手帳・バスタオルをお持ちください。
内容 日時 対象（大阪市民）

（標準接種期間） 生後5～8か月未満
（1歳の誕生日の前日まで接種可）予約不要・無料 ＢＣＧ予防接種

6月23日（水）
7月28日（水）
※13時より番号札をお渡しします。

各日13時30分～15時

問合せ 保健福祉課（健康づくり） 1階⑪番 ☎6915-9882

内容 日 対象
令和3年2月1日
令和3年2月16日
令和元年10月10日
令和元年10月28日
平成29年9月22日
平成29年10月5日

～2月15日生まれ
～2月28日生まれ
～10月27日生まれ
～11月10日生まれ
～10月4日生まれ
～10月19日生まれ

予
約
不
要
・
無
料

３か月児健康診査

1歳6か月児健康診査

3歳児健康診査

6月14日（月）
6月28日（月）
6月8日（火）
6月22日（火）
6月10日（木）
6月24日（木）

※対象の方には事前に個別に案内をお送りします。
※日程は表のとおり予定していますが、対象人数によっては実施日が変わる場合があります。必ず個別に通知する『健康診査のお知らせ』をご確認ください。

乳幼児健診
●乳幼児健診・BCG集団予防接種

今津中1-1-14 問合せ ☎6967-1033

予 約 保健福祉課（健康づくり） 1階⑪番 ☎6915-9882
問合せ（健診内容・健診場所などに関すること） 保健福祉課（健康づくり） 1階⑪番 ☎6915-9882

（特定健診 受診券に関すること）  窓口サービス課（保険年金） 3階㉛番 ☎6915-9956

●区役所で実施する各種健診・検査・予防接種

※予約要の検診については定員に達し次第、予約を締め切ります。
★印のものは、勤務先等で同程度の検診を受診できる方等は対象外となります。

大腸がん検診★ （免疫便潜血検査） 300円

肺がん検診★ （エックス線）
（条件によりかく痰検査を実施）

無料
（喀痰検査は400円）

40歳以上の方
（昭和57年3月31日以前生まれの方）

7月17日（土）
8月21日（土）

9時30分～10時50分
9時30分～10時50分

7月21日（水）
9月7日（火）

18時30分～19時50分
9時30分～10時50分

乳がん検診★
（マンモグラフィ検査） 1,500円

40歳以上の女性で
昨年度受診されていない方

（昭和57年3月31日以前生まれの方）

骨量検査 無料 18歳以上の方
（平成16年3月31日以前生まれの方）

9月7日（火）歯科健康相談 無料 市民の方9時30分～11時

結核健診 （エックス線） 無料 15歳以上の市民の方6月7日（月）
7月12日（月）

10時～11時
10時～11時

内容 料金 対象（大阪市民）実施日・受付時間

予
約
不
要

予
約
要

9時30分～11時
9時30分～11時
9時30分～11時

7月17日（土）
8月21日（土）
9月7日（火）

大阪市国民健康保険または
後期高齢者医療制度加入の方

（40歳以上）
特定健診 無料

鶴見区民まつり
第47回 

問合せ 市民協働課　１階⑧番
☎6915-9166

※館内は飲食禁止です。

協賛企業
募集！

　区民まつりの開催につ
いて、新型コロナウイル
ス感染症拡大防止のた
め、開催方法などを検討
しております。
　詳細が決まりました
ら、広報紙や鶴見区ホー
ムページなどでお知らせ
します。

対象 乳幼児（0～3歳）とその保護者


