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●不動産相談・司法書士相談・行政書士相談は、大阪市行政オンラインシステムから予約できます。
定員 各2名（先着順）申込期間 毎月1日から相談日4日前まで

マ
ス
ク
着
用

鶴見区役所3階
相談室　

❻
ごみの出し方・予約方法
【毎月第３火曜日】
保存食品の寄付受付（※）

当日会場にて受付
※保存食品の寄付は14時以降に
　お持ち込みください。

7月20日（火） １４時～１６時

鶴見区役所
１階ロビー

❺ 花と緑の相談
【毎月第２水曜日】

当日会場にて受付

❹
当日９時～電話にて受付
（専用☎６９１５-９９５４）
※8名(先着順)（1人40分以内）

予約制行政書士相談
（相続・遺言など）
【奇数月第２水曜日】

7月14日（水） １３時～１６時

❸
当日９時～電話にて受付
（専用☎６９１５-９９５４）
※8名(先着順)（1人45分以内）

司法書士相談
（相続・贈与、会社・法人の登記、
成年後見など）
【毎月第３水曜日】

予約制

7月21日（水） １３時～１６時

❷ 不動産相談
【毎月第２火曜日】

予約制
7月13日（火） １３時～１６時

当日９時～電話にて受付
（専用☎６９１５-９９５４）
※6名(先着順)（1人30分以内）

相談名 日時 申込方法 場所

❶
当日９時～電話にて受付
（専用☎６９１５-９９５４）
※１６名（先着順）（１人30分以内）

7月9日（金）・16日（金）
１３時～１７時

法律相談
【第2・第3金曜日】

予約制

❾ 日曜法律相談 7月25日（日）
西区役所予約制

10 ナイター法律相談 7月27日（火）
天王寺区民センター当日抽選

❽
【平日】 9時～21時
【日・祝】 9時～17時30分
※土曜日は休みですが電子メー
　ルによる相談は受け付けてい
　ます。

専門相談員が電話（専用☎６５３２-７８３０）、FAX、
手紙、メール、面談で相談を受付 ※通話料は自己負担
区役所で面談をご希望の場合は
事前に上記専用番号までご予約
ください。

な  や  み ゼロ

人権相談
（いじめ、差別、虐待、セクハラ、DVなど）

一部予約制

※マスク着用の徹底をお願いします。マスク未着用の場合、
入室をお断りします。

※電話がたいへん
混み合い、つなが
りにくい場合があ
ります。
※換気のため、扉と
窓を開けて相談
業務を行ってい
ます。
※マスク着用の徹
底をお願いしま
す。

大阪市総合コールセンター「なにわコール」
（☎4301‐7285）

な  に  わコール

7月9日（金）

     16日（金）
14時～15時30分

14時30分～16時
❼ 予約制こころの相談
（精神科医）

鶴見区役所1階
⑪番窓口

本人（鶴見区民）およびご家族
からの相談も可能です。電話
（☎６９１５-９９68）、窓口にて事
前にご予約ください。

問合せ ❶
❷
❸
❹

総務課（政策推進）
4階41番
☎6915-9683

❺ 鶴見緑地公園事務所 ☎６９１２-０６５０　FAX６９１３-６８０４
❻ 城北環境事業センター ☎６９１３-３９６０　FAX６９１３-３６７４　
❼ 保健福祉課（保健活動） ☎６９１５-９９６８
❽ 大阪市人権啓発・相談センター 西区立売堀4-10-18 阿波座センタービル1階

　児童手当の現況届提出がお済みでない方は、至急
提出してください。お手元に現況届がない場合は、至
急問合せまでご連絡ください。
　現況届の提出がない場合、令和3年10月以降に支
給される手当が停止されます。また、そのまま2年が経
過すると、時効となり受給権がなくなりますので、ご注
意ください。

児童手当現況届
（更新の手続き）の提出を
お願いします

問合せ 保健福祉課（子育て支援） 1階⑫番
☎6915-9107

認知症とは？　早めの相談や受診が大切です！
　「認知症は治らない病気だから医療機関に行っても仕方ない･････」と
思わないでください。早期に治療することで治せるものがあります。

　ご家族や支援者と相談しながら一緒に
記入できる「わたしのケアノート」。認知症
になっても「自分らしい生活」をするため
に、ぜひご活用ください。

●わたしの呼び名（こう呼んでほしい） 
●大切にしているもの・こと 
●いつも身につけているもの（例えば、指輪、時計など） 
●好きな服装・色

問合せ 保健福祉課（高齢者支援） 1階⑩番 ☎6915-9859

区役所1階⑩番窓口。ホームペー
ジからもダウンロードできます。

早い時期に受診することのメリット

アルツハイマー型認知症の場合は、薬で進行を遅らせることができ、早く使い始めると
健康な時間を長くすることができます。
脳血管型認知症の場合は、血圧のコントロールなど脳梗塞や脳出血の再発予防をする
ことが重要です。
病気が理解できる時点で受診し、少しずつ理解を深めていけば、生活上の障がいを軽減
することができます。

認知症になっても「自分らしい生活」をするために 「わたしのケアノート」を無料で配布しています

次回は9月8日（水）の予定です
中止

問合せ 窓口サービス課（保険年金） 3階㉛番 ☎6915-9956

　大阪市国民健康保険に加入の70歳から74歳の方に、7月下旬
までに新しい高齢受給者証を送付します。現在のものは8月1日か
ら使用できなくなりますので、7月中に届かない場合はお問い合わ
せください。
　なお、今回の更新から高齢受給者証のサイズが、はがきサイズ
からカードサイズに変更となります。

　75歳（一定の障がいがあると認定された方は65歳）以上の方に、新しい被保険者証（桃色）を7
月上旬に送付します。不在時は郵便局に留め置かれます。7月中に届かなかった場合や郵便局の保
管期限を過ぎた場合は、お問い合わせください。現在の薄緑色のものは8月1日から使えなくなり
ますので、ご注意ください。
　また、後期高齢者医療制度の保険料決定通知書を7月中旬に送付します。保険料を年金からお
支払いいただいている方は、口座振替による納付方法が選択できます。

後期高齢者医療制度の新しい被保険者証と保険料決定通知書を送付します 国民健康保険高齢受給者証を更新します

みどり小学校の
「学びサポーター」を
募集しています

※申込みされた方が必ずしも採用されるとは限りません。

●平成15年4月1日以前に生まれた方
●児童と意欲的に関わっていただける方
●地方公務員法第16条（欠格条項）に該当しない方

応募資格

●みどり小学校 ☎6912-7908
問合せ

●賃金、勤務日数や勤務時間などは、学校にお問い合わせ
　ください。

勤務条件

　授業・朝の学習・放課後等における学習の支援、自
主学習の支援、使用する学習教材（学習プリント等）の
準備等を行っていただく「学びサポーター」を募集し
ています。勤務を希望される方は、直接学校にお問い
合わせください。

問合せ 総務課（教育） 4階43番 ☎6915-9153

名称 担当地域 電話番号

相
談
窓
口

つるりっぷオレンジチーム
（認知症初期集中支援チーム） 鶴見区全域 ☎6913-9595

鶴見区地域包括支援センター 茨田南・茨田・茨田東・
茨田北・焼野 ☎6913-7512

茨田総合相談窓口（ファミリー） 茨田南・茨田 ☎6915-1717
茨田大宮総合相談窓口（ちどり） 茨田東 ☎6914-7711

鶴見区西部地域包括支援センター 緑・鶴見北・鶴見・
茨田西・横堤 ☎6913-7878

鶴見区南部地域包括支援センター 榎本・今津 ☎6969-3030

■認知症かな？と心配な方は、ご相談ください。

配布場所
わたしのこと・
伝えたいこと

こんなページが
あります。

わたしのケアノート 検 索

7月 無料相談のお知らせ
大阪市民対象

申込・問合せ 総務課（政策推進） 4階41番 ☎6915-9683

つるみっこ写真館つるみっこ写真館
5月出生届受理件数89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。

★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！

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。

スマホからは
こちら ⇩

参 加 し て み ま せ ん か ？

講座・催し

7月14日（水） 14時～16時
区役所2階 集団検診室
アルコール専門病院相談員によるミニ講座、
当事者体験談など

当日会場までお越しください。
問合せ 保健福祉課（保健活動） 1階⑪番

☎6915-9968

　飲酒問題を抱え回復をめざしている方、ご家族の
飲酒問題で悩んだり困っている方など、どなたでも参
加できます。

酒害教室 無
料

申
込
不
要

日時
場所
内容

申込方法

7月15日（木）、8月5日（木） 9時30分～11時30分
区役所2階 集団検診室
統合失調症を中心とする精神障がいのある方
※主治医の意見書が必要です。初めて参加される方は
必ず事前にご連絡ください。
ミーティング、軽い運動、認知機能リハビリテー
ションなど

電話・窓口

　仲間と一緒にほっこりとした時間を過ごしましょう。
午前の教室なので生活リズムも整います。

地域生活向上教室
（ほっこり・ほのぼの）

無
料

日時
場所
対象

内容

申込方法
問合せ 保健福祉課（保健活動） 1階⑪番

☎6915-9968

7月15日（木） 13時30分～15時30分
区役所2階 集団検診室 または 
4階 403・404会議室
谷山 裕子 氏（健康運動実践指導者）
30名（先着順）

電話・窓口
7月5日（月）～9日（金）

　肩こりなどにお悩みの方のための簡単な体操です。
楽しくからだを動かしましょう♪

健康体操 
-体を動かして介護予防-

無
料

日時
場所

講師
定員
申込方法
申込期間
問合せ 保健福祉課（保健活動） 

1階⑪番
☎6915-9968

　心理士によるミニ講座、家族交流会、問題解決技法
を用いたグループセッションを行います。

統合失調症の家族教室 無
料

7月21日（水） 13時30分～15時30分
区役所2階 集団検診室
長谷川 章子 氏
統合失調症と診断された方のご家族
※初めて参加される方は必ず事前にご連絡ください。

電話・窓口

日時
場所
講師
対象

申込方法
問合せ 保健福祉課（保健活動） 1階⑪番

☎6915-9968

区民ソフトバレーボール大会（市長杯予選大会）

予選リーグ→決勝トーナメント方式試合方法

①トリム 一般の部 12歳以上の男女（小学生不可）
②トリム シニアの部 50歳以上の男女（女性４名でも可）
③女子の部 12歳以上（小学生不可）
④ファミリーの部 30歳以上の男女各1名または女性2名と

小学生2名（計4名）
※①②③は4名以上8名以下。
※年齢は令和3年11月28日現在。

種目

8月22日（日)  9時～18時頃
※女子・ファミリーの部は13時頃開始

日時

鶴見スポーツセンター場所

区内在住・在勤者参加資格

7月26日（月） ※抽選は連盟にて行います。抽選日

7月16日（金）必着申込締切
チーム名、代表者氏名・住所、選手の名前・
年齢・性別・住所を記入のうえお申込みく
ださい。

申込方法

1チーム 3,000円
※当日受付でお支払いください。
※抽選後の参加辞退は参加費をいただきます。

参加費

〒538-0054　大阪市鶴見区緑2-8-4
鶴見区ソフトバレーボール連盟事務局 山田晃司 宛

①郵送による申込

snow-o-white@angel.zaq.jp
②メールによる申込

申込書は、ええまちネットワークの
ホームページからダウンロードしてください

問合せ ソフトバレーボール連盟会長 大和方 ☎090-1967-0324 ※問合せ可能時間／19時～21時

　7月1日から、所得年度の見直しを行います。
　現在、所得制限に該当しており、医療助成制度を受
けておられない方は、7月1日以降に申請いただく
と、資格を取得できる可能性があります。必要書類を
ご確認いただき、ご提出ください。
　また、見直しにより所得制限に該当された方につき
ましては、医療証に記載の有効期限まではご利用いた
だけます。所得制限額については対象の医療助成制
度により異なりますので、お問い合わせください。

医療助成制度の所得年度の
見直しを行います

問合せ

重度障がい者医療について
保健福祉課（障がい者支援） 1階⑬番
☎6915-9857

こども医療について
保健福祉課（子育て支援） 1階⑫番
☎6915-9107

　令和3年9月12日（日）に開催を予定しておりま
した「第47回鶴見区民まつり」は新型コロナウイ
ルス感染症の影響を踏まえ、来場者および関係者
の皆さまの健康・安全面を第一に考慮した結果、
開催を中止します。
　例年、楽しみにされている皆さまには、大変申
し訳ございませんが、ご理解いただきますようお
願い申しあげます。

　要介護・要支援認定を受けている方及び総合事業
の事業対象者の方全員に、令和3年8月から令和4年
7月に介護サービス等を利用する際の自己負担割合
（1割から3割）を記載した「介護保険負担割合証」を7
月中旬に送付します。
　介護サービス等を利用する際に、「介護保険被保
険者証」と併せて提示をお願いします。

介護保険負担割合証を
送付します

問合せ 保健福祉課（高齢者支援） 1階⑩番 
☎6915-9859

区 役 所 か ら の

お知らせ
　65歳以上の方（介護保険の第1号被保険者）で、年
金からのお支払いにより保険料を納めていただいてい
る方に、介護保険料決定通知書を7月中に送付します。
　また、口座振替や納付書等で保険料を納めていただ
いている方には、4月に決定通知書を送付しましたが、
保険料段階の変更や納付方法が年金からのお支払い
に変更となる方には改めて送付します。

介護保険料決定通知書を
送付します

問合せ 保健福祉課（高齢者支援） 1階⑩番 
☎6915-9859

保険料段階が1～4の
方は、①高齢者用肺炎
球菌（※条件あり）や②
高齢者インフルエンザ
の予防接種の際、自己
負担免除の確認書類に
使用できますので、大
切に保管してください。
問合せ 保健福祉課（健康づくり） 1階⑪番 

☎6915-9882

介護保険料コールセンター ☎7777-4765
※受付／7月16日（金）～30日（金）
　9時～17時30分（土日・祝日は除く）

3歳

1歳

2021年も笑って楽しい
一年になりますように！
そして、子どもたちがそれ
ぞれ新しい環境に慣れる
ことを心から願っています。

しずく
青山 零ちゃん

つむぎ
紡希ちゃん

パパ、ママのもとに生
まれてきてくれてあり
がとう。少しずつでき
ることも増えてきて、
毎日成長する姿が見
れて幸せです。これか
らも、蒼らしく元気に
すくすく育ってね。

1歳ちゃん
あおい

中島 蒼

第47回
鶴見区民まつりを
中止します

問合せ 市民協働課 1階⑧番 ☎6915-9166

★固定資産税・都市計画税（第2期分）の納期限は、8月2日（月）です。
      問合せ  京橋市税事務所☎4801-2957（土地）／☎4801-2958（家屋）


