
2 2022年（令和4年）2月号 No.310広報

区 役 所 か ら の

お知らせ

つるみっこ写真館つるみっこ写真館
12月出生届受理件数 76 件

申込 総務課（政策推進） 4階41番 ☎6915-9683
※年齢・コメントは撮影当時のものです。

Smile♪ ( θ́` )

４か月ちゃん
きず き

溝腰 絆己

これからも一緒にいろんな所
へ行こうね！

1歳3か月ちゃん河野 隼大
しゅんた

参 加 し て み ま せ ん か ？

講座・催し

　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

2月17日（木）、3月3日（木） 
9時30分～11時30分

日時

区役所2階 集団検診室場所
統合失調症を中心とする精神障がいのある方
※主治医の許可が必要です。
　初めて参加される方は必ず事前に
ご連絡ください。

対象

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

内容

申込方法
申込・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
加いただけます。

申込・問合せ 保健福祉課（保健活動） 
1階⑪番 ☎6915-9968

2月9日（水） 14時～16時日時
区役所2階 集団検診室場所
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

内容

当日会場までお越しください。申込方法

酒害教室
無料

申込不要

◆子育てがつらい ◆イライラしてしまう 
◆子どもとの接し方がわからない ◆言葉が遅い 
◆落ち着きがない ◆保育所・幼稚園・学校に行きたがらない 
◆コミュニケーションについて気になることがある

子育てに関する相談全般相談内容

子育て支援室にご相談ください
　保育士や家庭児童相談員が、18歳未満の子育てに関する、
さまざまな相談や悩みをお聞きしています。

月曜日～金曜日 9時～17時30分相談日時
※虐待に関する相談や情報提供も「子育て支援室」にお寄せください。
※親子で利用できる施設や、子育てに関するサービスなどの情報提供も
「子育て支援室」にお問合せください。
※相談内容や個人のプライバシーは固く守りますのでご安心ください。

　世帯内の後期高齢者医療制度の加入者全員が1年
間（令和2年8月1日～令和3年7月31日）に支払った
医療保険と介護保険の自己負担額の合計が、自己負
担限度額を超える被保険者の方は支給申請をするこ
とにより、その超えた金額が支給されます。
　大阪府後期高齢者医療広域連合から、3月上旬に
お手元に届くよう申請勧奨通知を発送しますので、書
類が届いた方は、必要事項をご記入のうえ、同封の封
筒にて返送してください。
問合せ 大阪府 後期高齢者医療広域連合 給付課 

☎4790-2031

後期高齢者医療高額医療・
高額介護合算制度における
令和2年度分の申請勧奨通知の
発送について

　なお、国立・私立の学校等へ入学される方は届出が
必要になります。区役所から送付された「就学通知書」
と通学予定の学校が発行する「入学許可証」を持って、
1階③番窓口で手続きをしてください。

問合せ 窓口サービス課（住民情報） 
1階③番窓口 ☎6915-9963

平成27年（2015年）4月2日から平成28年
（2016年）4月1日までに生まれたお子さん

令和4年（2022年）3月に小学校卒業見込み
のお子さん

小学校

中学校

対
象
者

不適正な就学はやめましょう
居住実態のない住所地に住民登録をし、通学をするの
は不適正な就学です。住民登録を正しく行い、適正な
就学をしましょう。不適正な入学とわかれば、入学後で
も本来通学するべき学校へ転校していただきます。

　家族の方が病気について正しい知識を学び、本人
への接し方を考える教室です。

区役所4階 402会議室場所
2月16日（水） 13時30分～15時30分日時

精神科医による講話「こころの病気を理解し
よう（統合失調症の治療について）」、家族交
流会、問題解決技法を用いたグループセッ
ション

内容

申込・問合せ 保健福祉課（保健活動） 
1階⑪番 ☎6915-9968

電話・窓口申込方法

統合失調症の家族教室 無料

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。

対象
※

問合せ 保健福祉課（子育て支援室） 1階⑫番 ☎6915-9107

　今年の4月に小・中学校へ入学されるお子さんがい
る家庭に、就学通知書を送付しています。外国籍のお
子さんは、区役所に入学申請書を提出された方のみ送
付しています。就学通知書がまだ届いていない方は、就
学事務担当窓口（☎6915-9963）までお問い合わせく
ださい。

届いていますか？ 
新1年生の就学通知書

申込・問合せ 保健福祉課（子育て支援室） 
1階⑫番 ☎6915-9129

3月18日（金） 
13時30分～15時

日時

鶴見区民センター 
小ホール

場所

子どもに寄り添うって実はこういうこと、子ど
もを支えるってこんな簡単なこと、そういう
話を実話を交えてお伝えします。

内容

100名（先着順）定員
電話申込方法 2月28日（月）締切

小倉 げんき 氏
（あそび歌作家・
保育コンサルタント・保育園長）

講師

子育ては「導く」じゃなく「支える」
子育て講演会 無料

親子参加型の講習会
「親子で楽しく遊ぼう！
リズムにあわせて1・2・3」

無料

無料

　親子で音楽を使ったリズム遊びを楽しみます。
親子で楽しい時間を過ごしましょう！

3月25日（金） 10時30分～12時日時

申込・問合せ 保健福祉課（子育て支援室） 1階⑫番 
☎6915-9129

区役所3階 302会議室場所

区内在住の2歳～3歳の未就園児親子対象
程野 幸美 氏（大阪信愛学院短期大学 専任講師）講師

20組（先着順）定員 2月25日（金）締切電話申込方法

　野口さんが講堂に姿を現すと、
3年生の子どもたちが元気なご
挨拶と大きな拍手でお出迎え。
「夢に近づくために、一段一段、
階段を上るように努力してほし
い。つらくて逃げ出したいときこ
そ、支えてくれる周りの声にしっ
かり耳を傾けてね」と力強いメッ
セージを伝えました。

　運動場に集合した子どもたちは、ケ
ガを防いで速く走れる体を作るための
「ブラジル体操」で体をほぐしました。ス
キップしながらリズミカルに手足を動か
し、みんな野口先生にすっかり打ち解け
た様子。ブラジル体操のあと、トラックを
全員で2周走ると、みんなの笑顔はキラ
キラと輝いて金メダルのようでした。
　

ブラジル体操質問タイム

※撮影時のみマスクをはずしています

準備運動

問合せ 総務課（政策推進） 4階41番 ☎6915-9683

問合せ ●未来の鶴見区を考える会 事務局（鶴見公民館） ☎６９１２-５０００（10時～16時） ●市民協働課 1階⑧番 ☎6915-9166

各地域の会館窓口（申込用紙は窓口で配布）申込先

未来の鶴見区を考える会・鶴見区役所
（鶴見区コミュニティ育成事業実行委員会）

主催

未来の鶴見区を考える会は、鶴見区内12連合振興町会および
鶴見区の各種社会教育関係団体等により構成されています。

2月20日（日） 13時～15時日時
ハナミズキホール（水の館ホール）・
附属展示場

場所

　鶴見緑地で子どもから大人までみんなで楽しめるイベントを開催します。大道
芸、ボッチャ、ダーツ、パターゴルフなど多数のブースが大集合。バザーもあるよ！

　令和3年12月15日（水）、女子マ
ラソン金メダリストの野口みずきさ
んが横堤小学校を訪れました。
　3年生児童約100人は現役時代
のお話を聞いた後、運動場でラン
ニングの指導を受け、トップアス
リートと特別な時間を過ごしまし
た。子どもたちは美しい走りを披露
してくれた野口さんに、お礼の言葉
と花束を贈りました。
　『夢・授業』でオリンピッ
クの金メダリストをお招
きするのは今回が
初めてです。

　知らなかった体の動き方を教えてく
れて、わかりやすかったです。体操を
習っているので、できない技ができる
ようになって、将来はスポーツ選手に
なりたいです。

3年1組 田邉 紬 さん
つむぎ

3年2組 安井 希生 さん
のぞ み

3年3組 阿部 真子 さん
ま こ

の

一人一人に金メダルを見せてくれました

みんなで楽しもうin鶴見緑地
イベントイベント

⑫大道芸⑫大道芸

⑬大道芸⑬大道芸

⑭大道芸⑭大道芸

⑮モルック⑮モルック

⑮モルック⑮モルック

附属展示場附属展示場
鶴見緑地鶴見緑地

花博通り花博通り

ハナミズキホールハナミズキホール

⑦ストラックアウト⑦ストラックアウト
⑧射的⑧射的

⑩けん玉⑩けん玉
⑪バザー⑪バザー

トイレトイレ

トイレトイレ

④ダーツ④ダーツ

⑨防災啓発⑨防災啓発

⑤くじ引き⑤くじ引き
⑥パターゴルフ⑥パターゴルフ

⑮モルック
（雨天時）
⑮モルック
（雨天時）

③ボッチャ③ボッチャ

②スリーアイズ②スリーアイズ

②スリーアイズ②スリーアイズ

①ステージ①ステージ

出入りできません出入りできません

スポーツセンター
（会場ではありません）
スポーツセンター
（会場ではありません）

受付受付

会場マップ会場マップ

一段一段、階段を上がって
夢に近づいてほしい

みんなで楽しく
ブラジル体操のあと
ランニング！

2月10日（木）まで申込期限

地域
緑
鶴見北
鶴見
榎本
今津
茨田南
茨田
茨田東
茨田北
焼野
茨田西
横堤

会館
緑ふれあいの家
鶴見北公民館
鶴見公民館
榎本福祉会館
今津会館
茨田南福祉会館
茨田福祉会館
茨田東福祉会館
茨田北福祉会館
焼野福祉会館
茨田西社会福祉会館
横堤福祉会館　

電話番号
☎6915-6333
☎6915-1151
☎6912-5000
☎6963-0104
☎6962-7273
☎6913-7200
☎6912-5900
☎6912-8833
☎6913-8119
☎6913-9191
☎6915-3920
☎7860-3341

主催地域・団体プログラム

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

未来の鶴見区を考える会・鶴見区役所

鶴見区スポーツ推進委員協議会
鶴見区スポーツ推進委員協議会
鶴見区体育厚生協会
(一社)大阪市児童福祉施設連盟里親支援委員会
鶴見区青少年指導員協議会
鶴見区青少年指導員協議会
鶴見区青少年指導員協議会
鶴見区役所
焼野連合振興町会
鶴見区地域女性団体協議会
鶴見区PTA協議会
未来の鶴見区を考える会・鶴見区役所
未来の鶴見区を考える会・鶴見区役所
鶴見連合振興町会

ステージ

スリーアイズ
ボッチャ
ダーツ
くじ引き・里親相談会
パターゴルフ
ストラックアウト
射的
防災啓発
けん玉
バザー
大道芸(ジャグリング)
大道芸(バルーンアート)
大道芸(皿回し)
モルック

※住みます芸人・雨天大道芸等

②スリーアイズ

　生野区発祥のニュー
スポーツ。5つのボー
ルを、3×3の番号マス
に投げてたて、よこ、な
なめに一列並べをつく
れば得点です。

③ボッチャ

　パラリンピック正式種目
のボッチャ。赤・青のそれ
ぞれ6球ずつのカラー
ボールを投げて、ジャック
ボール（目標球）に、いか
に近づけるかを競います。

⑮モルック

　モルックと呼ばれる木の
棒を投げ、スキットルと呼
ばれる木のピンを倒して
点数を競うフィンラ
ンド発祥のニュー
スポーツです。

大人も子どももいっしょに遊ぼう！ バリアフリーのニュースポーツです！

　野口先生と一緒にトラックを走れて
楽しかったです。走るときはケガをし
ないように、いろんなことに気をつけ
ないといけないことがよくわかりまし
た。ブラジル体操をまたやりたいです。

　走るのが苦手であまり好きじゃな
かったけど、野口先生の話を聞いて好
きになりました。体操を頑張って大き
な大会に出てみたいです。

※新型コロナウイルス感染拡大の影響により、中止または一部内容を変更して実施する場合があります。その際は、鶴見区役所の
ホームページ、TwitterおよびFacebookでお知らせします。

無料

※お住まいの地域の会館がわからない場合は、
　市民協働課（☎6915-9166）へお問い合わせください。
※区役所市民協働課の受付枠は定員に達しました。
　区役所窓口の申込は終了しました。

●事前申込は先着順に受け付け、定員に達した場合は当
日申込をご案内させていただくことになります。

●事前申込を優先させていただきます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

★救急安心センターおおさか ☎♯7119（シャープ 7119） 救急車を呼んだほうがいい？
　悩んだ時はお電話ください。���問合せ��消防局救急課 ☎4393-6626


