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※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。

●区役所で実施する各種健診・検査

※対象の方には事前に個別に案内をお送りします。
※対象人数によっては実施日が変わる場合がありますので、必ず個別にお送りする『健康診査のお知らせ』で日程をご確認ください。

●乳幼児健診

※母子健康手帳・予防接種手帳をお持ちください。
●BCG集団予防接種

新しい国民健康保険
被保険者証を郵送します

　11月1日に国民健康保険被保険者証（保険証）を更
新するため、新しい保険証（水色）を10月中に区役所か
ら転送不要の簡易書留郵便で送付します。
　簡易書留郵便はポストには投函されませんので、配
達時にご不在の場合は、投函された「郵便物等お預か
りのお知らせ」に書かれた方法でお受け取りください。
　また、10月中に届かない場合や郵便局の保管期限
が過ぎた場合、保険証の記載内容に変更がある場合
は、お問い合わせください。なお、10月31日までに75
歳になられる方には、すでに後期高齢者医療制度被保
険者証を送付しています。
問合せ 窓口サービス課（保険年金） 3階㉛番 

☎6915-9956

問合せ 保健福祉課（健康づくり） 1階⑪番 ☎6915-9882

内容 日
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

10月11日（月）
10月25日（月）
10月12日（火）
10月26日（火）
10月14日（木）
10月28日（木）

対象
令和3年6月1日
令和3年6月16日
令和2年2月8日
令和2年2月28日
平成30年1月26日
平成30年2月9日

～6月15日生まれ
～6月30日生まれ
～2月27日生まれ
～3月11日生まれ
～2月8日生まれ
～2月25日生まれ

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

10月27日（水）
11月24日（水）
※13時より番号札をお渡しします。

13時30分～15時

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

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
（かく痰検査は400円）

40歳以上の方
（昭和57年3月31日以前生まれの方）

結核健診 （エックス線） 無料 15歳以上の市民の方

内容 料金 対象（大阪市民）実施日・受付時間

予
約
不
要

予
約
要

11月18日（木）
12月22日（水）9時30分～10時50分

10時～11時

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

10月20日（水）
11月18日（木）
12月22日（水）

9時30分～11時

歯科健康相談 無料 市民の方
10月20日（水）
11月18日（木）
12月22日（水）

9時30分～11時

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）

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）

11月1日（月） 18時30分～19時50分
9時30分～10時50分

11月1日（月）
令和4年1月10日（月・祝）

18時30分～19時50分

令和4年1月10日（月・祝）

9時30分～10時50分

10月21日（木）
11月2日（火）

問合せ 保健福祉課（健康づくり） 1階⑪番 
☎6915-9882

※1人分エネルギー／93kcal

　切干大根は歯ごたえもあるので、よく噛む練習にな
ります。マヨネーズやドレッシングを使って、サラダに
してもよくあいます。

切干大根のナムル
（鶴見区食育推進ネットワーク：つるみ保育園）

作り方
① 切干大根は水で戻し、15分くらいしたら熱湯でゆで、食
べやすい大きさに切り、よく絞っておく。きゅうり、にん
じんはせん切りにし、湯がいたらよく絞っておく。

② Aを合わせておく。
③ ②を①にかけ、お好みですりごまをかける。

撮影協力：鶴見区食生活改善推進員協議会 茨田校区

問合せ ひとり親医療証、こども医療証について
保健福祉課（子育て支援） 1階⑫番 
☎6915-9107
重度障がい者医療証について
保健福祉課（障がい者支援） 1階⑬番 
☎6915-9857

　11月1日に重度障がい者医療証、ひとり親家庭医
療証、こども医療証を更新します。

医療証を更新します

　要件を満たす方に、10月下旬に新しい医療証を
お送りします。現在お持ちの医療証は11月1日から
使えなくなります。10月31日までに新しい医療証
が届かない場合はご連絡ください。
※こども医療証は、有効期限が令和3年10月31日までの方が更
新対象です。それ以外の方は引き続きご利用いただけます。

◆重度障がい者医療証…オレンジ色→うぐいす色
◆ひとり親家庭医療証…桃色 →あさぎ色
◆こども医療証…色の変更はありません

問合せ 保健福祉課（子育て支援） 1階⑫番 ☎6915-9107

オンラインで子育て相談ができます
　「顔を見て相談したいけれど、区役所まで行くのはちょっとたいへんだな……」と
思われている方、ぜひご利用ください。

※固定回線または携帯電話回線のインターネット接続環境、カメラ搭載のパソコン
またはタブレット、携帯電話が必要です。
※Microsoft Teamsを使用して行いますので、携帯電話回線やパソコンをご利用の場合は、
事前にアプリのダウンロードなどが必要です。

※データ通信にかかる通信料はご負担いただきます。

日時 毎週月曜日から金曜日
（祝日および年末年始を除く）
9時30分～11時30分、
13時30分～16時30分の間でお一人最大30分間

①子育て相談（3歳児健診以降のお子さん）
②子ども子育てサポーターによる保育所の入所説明
③ひとり親サポーターによる離婚前相談
④児童扶養手当の新規申請にかかる事前相談

相談内容

区 役 所 か ら の

お知らせ

切干大根（乾）……16g
きゅうり……1/3本
にんじん……2cm
すりごま……小さじ2

材料（2人分）
上白糖……大さじ1
酢……小さじ2
ごま油……大さじ1/2
しょうゆ……少々

A

申込方法 メール tr0006@city.osaka.lg.jp

マイナンバーカードがあれば
お近くのコンビニでお得に
住民票などを取得できます！

問合せ 窓口サービス課（住民情報） 1階④番 
☎6915-9963

発行まで
約5分！

土日祝日、
早朝·深夜でも！

窓口より手数料が
100円安い！（戸籍を除く）

マイナンバーカードをお持ちでない方は、
この機会にぜひ作りませんか？
申請はカンタン！ 初回発行は無料です！

●必要なもの／マイナンバーカードまたは
住基カード（利用者登録済のもの）

●発行できる証明書／住民票・印鑑証明書・
戸籍の証明書・税の証明書

●利用時間／6時30分～23時
詳しくは
こちらから

子育て応援します！子育て応援します！
エンゼルサポーターのご案内
　出産退院後すぐのお母さんと赤ちゃんのいる
ご家庭にエンゼルサポーターがお伺いし、昼間に
家事等のサポートをします。

問合せ 保健福祉課（子育て支援） 
1階⑫番 ☎6915-9107

内容 食事の世話、住居の掃除、生活必需品の買い物、
身の回りの世話など

対象 市内在住の出産退院後4か月以内の母親と乳
児がいる世帯で、昼間、家事等の援助者がいな
い家庭

費用 1時間につき1,000円

利用時間 月曜日～土曜日の8時～18時
（1回2時間～4時間）

作ってみませんか？

切干大根アレンジメニュー切干大根アレンジメニュー

　健康診査、検診を定期的に受けることで、自分の健康
状態を把握し、病気を予防することができます。また、世
界の医療課題に興味を持ち、ワクチン募金などをするの
も私たちにできることの一つです。

　日本は世界でもトップクラスの長
寿国です。その理由の一つである日
本の恵まれた医療体制・保険制度を
維持するために、一人一人が健康意
識を高めることが大切です。

健康意識を高めて医療体制を維持！

自分の健康をキープしましょう

無料
受験料

SDGsを意識してふだんの生活で具体的な行動を
している人は、まだ20～25％くらいだといわれて
います。地球の未来のためには、もっと多くの人た
ちが具体的に行動することが求められています。

すぐにできることから
始めてみませんか？

2015年の国連サミットで採択された「Sustainable Development Goals（持
続可能な開発目標）」の略称。持続可能でよりよい世界をめざす国際目標です。
2030年までに達成すべき17の目標と169のターゲットが定められています。

　ごみと資源を分別することで、資源は再利用され、限ら
れた資源が有効活用されます。分別を正しく行い、資源と
して再利用することは環境を守ることにつながります。

　今、私たちの身の回りにあるプラ
スチックで問題となっているのが、海
のプラスチックごみです。海は世界中
につながっているので、日本で発生
したごみがほかの国の環境に影響を
及ぼしてしまうことになります。

捨てればごみ、分ければ資源！

ごみをきちんと分別しましょう
　日本は1人当たりの電力使用量が世界第4位のエネル
ギー消費国。一人一人が電気の使い方を見直す必要があ
ります。使っていないときは電源を完全にオフするなど、電
気の消費量を抑えることは、節約ばかりでなく、環境負荷
の軽減にも役立つのです。

　現在、世界のエネルギーの主力
は、石油、石炭、天然ガスなどの化石
燃料です。これらは発電するときに
大量の二酸化炭素を排出するため、
地球温暖化の大きな原因となって
います。

電気の節約で地球温暖化を防止！

電力の消費量を減らしましょう

SDGs
って

なぁに？

エス ・ ・ディー ジーズ

〈協賛〉株式会社アサヒペン、大阪鶴見ロータリークラブ、オルゴ株式会社、柄木田製粉株式会社 大阪支店・工場、
牛乳石鹼共進社株式会社、咲くやこの花館、株式会社鶴見製作所、鶴見緑地乗馬苑、鶴見緑地パークゴルフ場、
鶴見緑地湯元 水春、三井アウトレットパーク大阪鶴見（五十音順）　〈協力〉鶴見図書館

※景品の内容等は変更する場合があります。

＋

さらに！ 抽選で素敵な景品がもらえます！特典2

〈株式会社アサヒペン〉

DUCKパワーテープ
マスク中敷きシート
エタノール製剤ハンドスプレー

詰合せセット 

25名

ステンレスマグボトル
〈オルゴ株式会社〉

6名
信州とろろ入り生そば（つゆ付）
〈柄木田製粉株式会社
 大阪支店・工場〉

10名

特典1
受験者全員に
プレゼント！！ 牛乳石鹼サンプル

〈牛乳石鹼共進社株式会社〉 つるりっぷグッズ

入館券
〈咲くやこの花館〉

マスクケース
5名 5名

牛乳石鹼詰合せ
〈牛乳石鹼共進社株式会社〉

5名

ポニーひき馬券
〈鶴見緑地乗馬苑〉

5名
ご入浴券
〈鶴見緑地湯元 水春〉

20名
ご優待ペアチケット
〈鶴見緑地パークゴルフ場〉

10名

10名
三井アウトレットパーク
お買い物・お食事券1,000円分
〈三井アウトレットパーク大阪鶴見〉

図書カード1,000円分
〈大阪鶴見ロータリークラブ〉

5名
ポストイット
フェイスタオル
フリースブランケット
消せる4色ボールペン
〈株式会社鶴見製作所〉

各10名
（計40名）

★50問以上正解で合格★

試験会場 ご自宅 申込締切 11月5日（金）必着
受験資格 小学生以上 定 員 250名（先着順）

申込・問合せ 総務課（魅力創造） 4階41番 ☎6915-9176　FAX6913-6235

受験の流れ
1受験申込書に必要事項を記入

•区役所1階情報コーナー
•JR放出駅、地下鉄駅
•イオンモール⑭出口
•三井アウトレットパーク
  大阪鶴見
•郵便局　　　など

区ホームページからダウンロード

提出締切：12月10日（金）必着

送付の場合▶〒538-8510（住所不要） 鶴見区役所「つる魅力検定」係
メールの場合▶tr0008＠city.osaka.lg.jp（件名に「つる魅力検定」と入力）

先着250名：11月5日（金）必着

受験申込書の
入手方法

ま
た
は

2受験申込書を送付、メールまたは持参

3受験セット（問題・解答用紙・受験ルールなど）がご自宅に届く
ご注意 問題について、企業等へのお問合せはお控えください。4自宅で受験

5解答用紙を送付、メール
または持参にて区役所へ提出

6試験結果と記念品がご自宅に届く （全員）
　　　景品がご自宅に届く （当選者の方）

出題範囲 ●鶴見区の歴史
●2025年大阪・関西万博

●鶴見緑地に関すること
●SDGsに関すること（　　）計70問

程度

読　取
または
検　索

など

つる魅力検定 検索

持参の場合▶区役所4階41番 総務課窓口
インターネットの場合▶大阪市行政オンラインシステムで申請

メールは
こちら

オンラインシステムは
こちら

11月19日（金）
発送予定

プラス

★個人市・府民税（普通徴収）第3期分の納期限は11月1日（月）です。
　�  問合せ  京橋市税事務所�市民税等グループ（個人市民税担当）�☎4801-2953


