
市民協働課（教育支援）4階41番 6308-9415

淀川河川公園管理センター 6994-0006 市民協働課（まちづくり）4階41番　 6308-9734

市民協働課（教育支援）４階41番　 6308-9415

各小学校の特別教室など
英会話・書道・絵画・和太鼓・太極拳・料理・日本語・笑い
ヨガ・お茶・お花・読書活動・コーラスなど、地域によっ
て様々な内容を用意して実施予定！

※内容は予定のため、６月号に最新情報を掲載予定です♪

講座内容

4月13日（金）～11月30日（金）
淀川河川公園　西中島地区
500円/人（小学生以下、障がい者手帳をお持ちの方は無料）
9:00～16:30（6～8月は18:30まで）
※受付は終了の1時間30分前まで

有料期間

利用時間
料 金

　淀川河川公園西中島地区ではバーベキューシーズンを迎
えるにあたり、ゴミ回収/処分とトイレの充実化を目的に、今
年も11月30日（金）までBBQエリアの有料化を実施します。

　生涯学習ルームは、小学校の特別教室で開催
される、身近な講座などを通して地域の皆さまが
学習や交流ができる場です。淀川区では、「子ど
も」から「大人」までが参加できる講座を数多く実
施し、子どもの未来を地域で育む教育コミュニ
ティづくりを推進しています。

　昨年10月から始まった第71回『赤い
羽根共同募金運動』には皆さまから
9,763,400円のあたたかい善意が寄せ
られました。この寄付金は、さまざまな手
助けを必要としている人々のために役立
てさせていただきます。

生涯学習ルーム
マスコットキャラクター
「スタートル」

赤い羽根共同募金へのご協力
ありがとうございました

小学生対象！
淀川区・関西ＪＳ協会 体力向上事業

▼ 詳細はHPにて

無料　　　 教室！無料　　　 教室！

担 当

ダンスがはじめてでも大丈夫！一緒に体を動かしてみよう!
〈第１回〉バレエ 5月13日（日）（５月１日締切）

スンダアチ〉回2第〈 6月17日（日）（6月7日締切）
プッホプッヒ〉回3第〈 7月8日（日）（6月28日締切）

各回とも12:00～12:45（11:30開場）
日野ダンス総合アカデミー３階（西中島３丁目２０-９）
区内在住または在学の小学生
各回２０名（申込多数抽選）
室内シューズ・飲み物（運動できる服装でお越しください）
往復ハガキに児童名、保護者名、電話番号、希望回次を明記し

         下記へ送付（1通で3名までお申込みいただけます）
（一社）関西JS協会（西中島3-20-9 中島ビル3階）
info@kansai-js.com（メールのみ）

申込先

平成30年度　生涯学習ルームを開設します！

4/13（金）から有料化します!!4/13（金）から有料化します!!4/13（金）から有料化します!!
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春の地域安全運動実施！ ４月１８日（水）～４月２７日（金）
特殊詐欺の被害防止　 子どもや女性を対象とする犯罪の被害防止　 自動車関連犯罪及びひったくりの被害防止

淀川警察署と連携し、地域住民、防犯協会等の皆さまと各地域で防犯活動を行います！ 市民協働課（防犯）4階41番　 6308-9743

トピックス

4月号 No.048

TOP
ICS

重点① 重点② 重点③



 大阪市内の市立学校園で開催される
学校協議会。４、５月に開催される第1回
目の会議では、各学校園の１年間の計
画について話し合います。
　協議会はどなたでも傍聴可能です。
詳細は各学校園のホームページに掲載
される予定ですので、ぜひぜひ、聞きに
行ってみてくださいね！

市民協働課（教育支援）
４階４１番　 6308-9416

→ →

→ →学校協議会に行こう！

淀川区内では、平成30年度2学期まで
に、全６中学校で、生徒全員が学校で調理
した給食を食べる方式へ移行する予定で
す。1学期から、宮原・美津島・三国の3校
で実施します。2学期からは、十三・新北
野の2校でも実施します。すでに実施し
ている東三国では、引き続き実施します。
　大阪市では、日々の温かい給食の提供
に加えて、分量調整、アレルギー等により
柔軟に対応できるよう、自校又は近隣の
小中学校で調理して提供する学校調理
方式への移行を進めています。詳しくは
HPにて。

市民協働課（教育支援）
４階４１番　 6308-9415

中学校給食のこれから

男性用ゆかた・帯を
ゆずってくださいませんか？

　6月10日（日）に開催する外国人の方対
象の「ゆかた体験イベント」に使用する「男
性用ゆかた（大人用）・帯」が10人分不足し
ています。ご家庭でもう着なくなったもの
をおゆずりくださいませんか？担当窓口ま
でご持参くださいますようお願いします。

市民協働課（まちづくり）
４階４１番　 6308-9734

後期高齢者医療保険料率の改定
平成３０年・３１年度の後期高齢者医療

の保険料率が改定されました。大阪府内
の被保険者均等割額は５１，４９１円、所得
割率は９．９０％となります。お一人おひと

特別児童扶養手当・特別障が
い者手当等の手当月額の改定

　平成30年4月分から手当月額が次の
とおり改定されました。
①特別児童扶養手当（1級）：51,450円→51,700円
②特別児童扶養手当（2級）：34,270円→34,430円
③特別障がい者手当：26,810円→26,940円
④障がい児福祉手当：14,580円→14,650円
⑤経過的福祉手当：14,580円→14,650円
①②は20歳未満で政令で定める程度の
障がいがある児童を監護している父もしく
は母または養育者に支給される手当です。
③⑤は20歳以上、④は20歳未満で身体ま
たは精神に重度の障がいがあるため、日常
生活において常時介護を必要とする状態
の方に支給される手当です。

保健福祉課（保健福祉）
3階32番　 6308-9857

児童扶養手当の支給
月額が改定されます
平成30年4月分から、

【児童１人目】全部支給の場合：42,290円
→42,500円、一部支給の場合：42,280円
～9,980円→42,490円～10,030円
【児童２人目】全部支給の場合：9,990円→
10,040円、一部支給の場合：9,980円～
5,000円→10,030円～5,020円
【児童３人目以降】全部支給の場合：5,990
円→6,020円、一部支給の場合：5,980円
～3,000円→6,010円～3,010円
に改定されます。
現在児童扶養手当を受給中の方につ
いては、7月末までに、改定後手当額の
お知らせを送付します。

保健福祉課（子育て支援）
2階23番　 6308-9424

　大阪弁護士会所属の弁護士による専
門相談を実施します。
　未成年の子どもがいる父母が対象

弁護士による無料専門相談
をぜひご利用ください！

４月２２日は第４日曜にあたり、住民情
報担当の業務を行っていますが、個人番
号カードについては、国のシステム休止
のため交付ができません。また、特例転
入届も受付できません。４月に個人番号
カードの受け取り、特例転入届の際は、
平日（月曜日～木曜日は９：００～17:00、金
曜日は９：００～１８：３０）にご来庁ください。

窓口サービス課1階13・14番
6308-9963

４月２２日（日）は個人番号カードの
交付、特例転入届ができません

大阪市 中学校給食　 検索

りの保険料額は７月にお知らせします。
窓口サービス課（保険年金）

　　　4階43番　 6308-9956

固定資産税・都市計画税（第1期分）の
納期限は、５月１日（火）です。市税へのご理
解と納期内の納付をお願いいたします。

固定資産税・都市計画税（土地・
家屋）については、梅田市税事務
所固定資産税グループ　
4797-2957（土地）、2958（家屋）

　　　固定資産税（償却資産）について
は、船場法人市税事務所固定資
産税（償却資産）グループ
4705-2941

市税の納期限

　3月号特集 ページに掲載しました大
阪市肝炎ウイルス検査の協力医療機関
につきまして誤りがございましたので下
記の通り訂正し、お詫び申し上げます。
（誤）府内の協力医療機関にて無料で受

けることができます。
（正）市内の協力医療機関にて無料で受

けることができます。
保健福祉課（健康づくり）
2階22番　 6308-9882

お詫びと訂正

で、養育費の取り決めについてのご相談
や、離婚に際して弁護士に一度話を聞い
てみたい、といった場合に利用できます。
費用は無料。秘密は厳守いたします。

4月25日（水）14:00～16:00
1人（組）30分　 4名（先着順）

4月18日（水）9：00から電話にて受付。
保健福祉課（子育て支援）
2階23番　 6308-9423

わ
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4月の日曜開庁 4月1日、22日（日） 9:00～17:30
窓口サービス課　 6308-9963／転入･転出などの届出、戸籍謄抄本・住民票の写しなどの証明書発行など

6308-9956／住民異動に伴う国民健康保険・国民年金・後期高齢者医療の各種申請・届出など

日曜開庁のお知らせ

お知らせ
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４月１９日（木） 14:00～15:00
標準的な接種期間（生後５か月～８か月）

※生後１２か月未満（１歳の誕生日前日）まで接種可能。
母子健康手帳・予防接種手帳

受付日時

持参物

４月１８日（水）１０：００～１１：００ 15歳以上
妊娠中および妊娠の可能性のある方はご遠慮ください。
受付日時

区役所2階
対 象

対 象

結核健診

3か月児健診

乳がん検診（マンモグラフィ）・骨粗しょう症検診
４月２７日（金）９：３０～１０：３０
胃がん・大腸がん・肺がん検診
５月６日（日）９：３０～１０：３０

1歳6か月児健診
3歳児健診

案内文書は対象の方に3月中頃に送付しています（対象者の
範囲を変更している場合あり）。案内文書が届いていない場
合や日程の変更を希望される方はご連絡ください。

乳幼児健診 区役所2階

区役所2階

健診 予約不要

予約不要

検索淀川区　健診

保健福祉課（健康づくり）
2階22番 6308-9882

問合せ

BCGワクチン接種
各種がん検診、骨粗しょう症検診

平成29年1２月１日～3１日生まれの方
平成28年９月1日～3０日生まれの方
平成2７年1月1日～３１日生まれの方

区役所会議室ほか　 ５０人（申込多数抽選）
往復ハガキに[氏名（ふりがな）・住所・電話番号・花づくり

養成講座希望]を記入。１枚につき２名まで。２名の場合は、2名
の氏名を記入してください。４月２５日（水）必着。

〒532-8501 十三東2-3-3 淀川区役所市民協働課
市民協働課（まちづくり）４階４１番　 6308-9409

　統合失調症の方とその家族を応援します。一緒に一歩踏み出
してみませんか。
●社会復帰相談指導事業（日常生活向上教室・生活技能訓練教室）
生活リズムを整え、仲間づくりや安心できる生活をめざして実施しています。

統合失調症で治療中の方 毎月第2・4火曜日 9:30～11:30
区役所　2階集団検診室
コミュニケーションの訓練・レクリエーション・グループ
ミーティング・運動・料理など

予約不要

参加費無料

４月１８日（水）１０：００～１１：００、５月８日（火）１４：３０～１５：３０
区役所2階

区役所2階

風しん抗体検査

9、10月出産予定の妊婦さんとパートナーの方
4月9日、16日（月）13:30～15:30
保健福祉センター（区役所2階）
保健福祉課（健康相談）2階21番 6308-9968 

妊婦教室

花づくり養成講座（全６回）参加者募集！

統合失調症の方と家族のための教室のご案内

あて先

5月5日（土・祝）15:00キックオフ
VS V・ファーレン長崎
ヤンマースタジアム長居 ホームサポーター自由席
市内在住・在学の小中学生 2,000名（先着順）お1人様1枚まで
4月7日（土）10:00～5月2日（水）23：59
WEBでの申込み※会員登録（無料）が必要です。

※必ず在住・在学の分かる本人確認書類（健康保険証、学生証、
　学校の名札など）をお持ちください。
✿区民優待デーも実施します！！

対象日時

詳細は
HPにて▶

日 時 講習内容
５月１０日（木）１０：００～ 植物の基礎知識①「植物の分類と構造」
５月２４日（木） １０：００～ 植物の基礎知識②「土・肥料の種類と施し方」
６月２0日（水）１4：００～ 植物の基礎知識③「植物の繁殖」

（種まき・取り木・挿し木・株分け～実習）
９月11日（火） １４：００～ 楽しい花壇づくり①「デザインづくり」　
９月１３日（木） １４：００～ 楽しい花壇づくり②「花壇植栽（実習）」
９月２７日（木） １０：００～ 緑化リーダーとして／認定式

花づくりの基礎知識から
実習まで体系だてて、学び
ませんか？花に関心をお持
ちの方々のご参加をお待ち
しています。

◀

の
習
実
壇
花
の
気
人

子
様

●統合失調症家族教室
日頃の悩みや思いをお話してみませんか。家族の情報交換の場です。

統合失調症の方のご家族
毎月第4火曜日 14：00～16：00
区役所　2階集団検診室
精神科医、精神保健福祉士の講話、家族交流会

いずれも詳細についてはまずお電話にてお問合せください。
保健福祉課（健康相談）2階21番　 6308-9968

区役所2階 予約不要特定健診

予約要 ※

予約要 ※

※詳細は予約時にご確認ください。

５月６日（日）９：３０～１１：００
４月下旬に送付予定の受診券及び国民健康保険被保険
者証または後期高齢者医療被保険者証

持ち物

→

→

受付日時

受付日時

受付日時

こどもの日 大阪市小中学生招待企画

席 種

受付期間
申込方法
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バス時刻表の変更について
平成30年4月1日から市バスが運行していた路線を大阪シティバスが引き継ぎました。なお、41号系統と67号系統の一部の停留所の時刻表
が変わりました。 Osaka Metro・シティバス案内コール　 6582-1400 　 6585-6466（8：00～21：00年中無休）

募集
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中学生向けの居場所づくり、
やってます！

　グループ・いっすんぼ
うしによる素話（ストー
リーテリング）、絵本や紙
芝居で、むかしばなしの
世界を楽しむ１時間で
す。大人も子どもも一緒にむかしばなし
の世界を楽しみましょう。

5月6日（日）14：00～15：00
30名（当日先着順）
グループ・いっすんぼうし介護予防運動鍼灸ケア教室

（高齢者の生きがいと
健康づくり推進事業）
元気なうちからの介護予防が大切です。

5月12日から7月28日までの土
曜日（6月2日を除く全11回）
13：00～15：00
履正社医療スポーツ専門学校
区内在住60歳以上でセンター
利用証をお持ちの方
30名（先着順）
330円（保険代）
4月11日（水）～5月2日（水）
10:00～17:00。本人の来館の
み受付。
履正社医療スポーツ専門学校

いきいき健康セミナー 参加費無料

参加費無料

〒532-0034　野中北2-12-27
6150-8000

十三市民病院

４月24日（火）１４：００～１５：００
「糖質と脂質の正しい知識」

―おいしいものは糖と脂でできている！―
管理栄養士　坪井 彩加

善意銀行だより
　1月１日から1月31日の間、善意銀行に
１０，０００円の預託がありました。ご協力
ありがとうございました。

横山新聞舗（敬称略）

〒532-0022　野中南2-1-5
6304-9118 6304-9190

老人福祉センター

布引の滝・再度公園から大師道コース
５月２７日（日） 小雨決行

         ８：0０集合　8：3０出発 
淀川区役所前
生田神社から布引の滝・再度公園
（約11キロ）
区役所→阪急「十三駅」→「神戸
三宮駅」→生田神社から布引の
滝→再度公園から大師道→阪急
「花隈駅」→「十三駅」へ
中学生以上５００円

         小学生１００円 ※切符代含む
４月９日（月）10:00より、費用を
添えて淀川区民センターまで。

〒532-0022　野中南2-1-5
6304-9120 6304-7304

区民センター

〒532-0025　新北野1-10-14
6305-2346　 6305-9129 

淀川図書館

子ども読書の日記念事業
「むかーし昔あったとさ」

みんなで行こう「区民ハイキング」

〒532-0033　新高1-11-19
6395-6420　 6395-6420

子ども・子育てプラザ

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ボウリング大会
　練習にはプロボウ
ラーのワンポイントア
ドバイスあり！大会は男
女別で行います。

練習日：５月８日（火）
         大会：５月１５日（火）

11:00～13：00（両日共）
イーグルボウル（宮原4-3-9）
区内在住60歳以上でセンター
利用証をお持ちの方

ふた たび

はな くま

だい   し   どう

しん きゅう

集合場所

市民公開講座
～骨折の治療と予防～　

参加費無料

参加費無料

４月２１日（土）１０：３０～１２：００
あいさつ・まとめ

         病院長　大川 清孝
①「骨粗しょう症による骨折の治
療、予防について」　

　　　～元気に長生きするために～
         講師：整形外科医長　井代 愛
　　　②「骨折り損にならないために！」

～骨折だけですまない骨粗しょう症～
講師：糖尿病内科部長 日浦 義和

講演会終了後、「骨
粗しょう症」や「骨折の

」他のそ「」防予、療治
についての相談。

当日自由にお越しください。

出 演

演 題
行 先

行 程

おお かわ

い しろ

にち うら よし かず

あい

きよたか

〒532-0005　三国本町2-14-3
6394-2900　 6394-2978

淀川区社会福祉協議会

認知症カフェ「オレンジ」
ボランティア養成講座
　カフェの運営をしてく
ださるボランティアを募
集しています。このカ
フェでは認知症当事者
の方や、介護をしている
ご家族の方が、一息つい
て楽しんでおられます。
　コーヒーの淹れ方や認知症への理解
を深める認知症サポーター養成講座も
開催しますので、ぜひご参加ください。

４月１９日（木）・２６日（木）、
         ５月１０日（木）１４：００～1６：００

淀川区在宅サービスセンターやす
らぎ1階（三国本町２-１４-３）
４月１７日（火）までに電話または
ＦＡXにて。

子育てプラザで
は、中学生向けに遊
べる時間を延長して
います。バスケット
ボールや卓球、コミッ
ク閲覧や自主学習スペースを開放してい
ます。ぜひ遊びに来て下さいネ♪

毎週水・土曜日の週2回
（17：00～19：00）

※ご利用にあたっては登録が必要です。
なお、都合により使用できない日もあ
りますので、お問合せください。

利用可能日時

つぼ い あや か

演 題

日 程

４０名（先着順）
1,200円（ゲーム代・靴代・保険代）

　　   ※２日分の費用です
４月10日（火）～４月28日（土）
10：00～17:00。本人の電話ま
たは来館のみ受付。
イーグルボウル

い

３０名
（当日先着順）

進 行

→ →

→ →

す ばなし

7区広報誌「よどマガ！」は毎月124,000部を発行し、4月号１部あたりの発行単価（配布費用を含む）は約15.4円です。
平成30年3月1日現在の推計　区の人口：179,629人（前月比+83人）　男：89,102人　女：90,527人　区の世帯数：98,337世帯　区の行政面積：12.64k㎡区の統計

広報誌の発行単価

施設だより
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