
第２1回新大阪あさがお市
参加者募集！
　学校の図書館をもっと楽しく、子ども達にとっ
て居心地のよい場所にするお手伝いをしてみませ
んか？子どもや読書に興味のある方はぜひ受講し
てみてください！初めての方でも楽しく学べます！
今年度は初心者を対象に実際の小学校図書室の見学もあります。

詳細は にて▶▶

読書 ボランティア講座

淀川区　読ボラ講座 検索

　今年も新大阪の夏の風物詩「新大阪あさがお市」
がやってくる！ 楽しいイベント盛りだくさんです。
お気に入りのあさがおを探してみませんか？

お楽しみがいっぱい！お楽しみがいっぱい！
●あさがおの販売（2,500鉢）
●警察車輌やミニ消防車
自衛隊車輌との記念撮影
●チビッ子免許証作成
●演奏会　●縁日など

しゃ りょう

しゃ りょう

ライフ

コーナン SORA21

新大阪センイ
シティー

リ ニ ュ ー ア ル

7月22日（日） vs浦和レッズ戦
19：00キックオフ[16：00開門予定]
ヤンマースタジアム長居
ホームサポーター自由席　大人1,500円、小中学生500円
6月6日（水）10:00～7月20日（金）23:59

対象日時

区民応援デー（淀川区民優待＆スタジアム見学ツアー）

席種・価格
販売期間

ホームページにて
詳細をご確認ください。
※優待販売は前売のみ。　

参加者募集！

＜チケットについて＞セレッソ大阪事務局（代行事務局）　 6110-5657（土・日・祝日およびホームゲーム開催日と翌月曜除く）
＜区民応援デー・スタジアム見学ツアーについて＞政策企画課（企画）5階51番　 6308-9405

7月22日（日）16：15集合（約20分間）※集合時間にお越しいただけていない場合はご参加いただけませんのでご注意ください。
10名（1組4名まで。小学生以下は保護者同伴。申込多数時抽選）
淀川区に在住・在勤・在学の方
「7/22スタジアム見学ツアー参加希望」と明記の上、代表者氏名、連絡先電話番号、参加希望人数を郵送、ファックス、
メールのいずれかにて申込みください（様式不問）。※観戦チケットは別途購入が必要です。
6月29日（金）当日消印有効
〒532-8501　淀川区十三東2-3-3　淀川区役所 政策企画課 
6885-0534　 tl0009@city.osaka.lg.jp

7月上旬に淀川区役所政策企画課より通知します。

申込方法

申込締切

参加可否

申込先

スタジアム見学ツアースタジアム見学ツアー

▲山口 蛍 選手

◀柿谷 曜一朗 選手

7月7日（土）9:00～17:00
　　7月8日（日）9:00～15:00

西宮原２丁目１番及び２番の間の道路
新大阪センイシティー、

　　　新大阪あさがお市運営委員会
区役所会議室ほか　 淀川図書館館長ほか
６月６日（水）９：００より電話またはメールtl０００２

＠ｃｉｔｙ．ｏｓａｋａ．ｌｇ．ｊｐにて、住所、氏名、電話番号、希望す
る講座名をお伝えください。（各講座とも先着順です。）

講 師

▼杉本 健勇 選手

購入方法

選手のロッカールームや、試合前の
ピッチ周辺を見学できるよ！！

トピックス
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カラスの被害を受けないため
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カラスに生ごみを荒らされないように工夫しましょう！防鳥ネットの貸出をしていますのでご利用ください。（5世帯以上で利用される場所に限ります）
東北環境事業センター　 6323-3511

市民協働課（教育支援）４階４１番　 ６３０８-９４１５ 新大阪センイシティー　 6394‐1121



児童手当の現況届の提出
　現在、児童手当を受給している方に
「現況届」をお送りしますので、６月中に
ご提出ください。
　現況届を提出されない場合は、平成
３０年６月分（平成３０年１０月支払い分）
以降の手当の支給が停止されます。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。

保健福祉課（保健福祉）
3階32番　 6308-9857

介護保険を利用して、介護保険施設
などへの入所や短期入所をした場合の
食費・居住費の負担軽減の認定証、およ
び社会福祉法人などによる利用者負担
軽減の確認証の有効期限は7月31日で
す。更新を希望される方は、6月末まで
に申請を行ってください。

保健福祉課（介護保険）
3階31番　 6308-9859

介護保険利用者負担限度額
認定証等の更新

就職の機会均等を保障することの大
切さについて皆さまのご理解をお願い
いたします。
【就職差別１１０番】
　電話、メールによる相談を受け付けます。

大阪府商工労働部雇用推進室
６２１０-９５１８ 
rosei-g04@sbox.pref.osaka.lg.jp

6/13（水）～15（金）10：00～18：00
（Eメールでの相談受付は６月中随時）

《しない　させない　就職差別》
６月は「就職差別撤廃月間」です

平成30年度の個人市・府民税の納税
通知書を６月上旬に送付します。
　なお、会社等にお勤めの方には、勤務
先を通じて税額決定通知書をお送りし、
毎月の給与から個人市・府民税が差し引
かれます。
【納期限】
第1期…平成30年 7月 2日（月）
第2期…平成30年 8月31日（金）
第3期…平成30年10月31日（水）
第4期…平成31年  1月31日（木）
■失業中の方等に対する
　減額・免除について
　失業や大幅な所得減少の場合（自己
都合退職、定年退職等を除く）で、前年
中の所得金額が一定額以下であるなど
の要件に該当し、市・府民税の納付が困
難と認められる場合に限り、申請により
収入・資産状況等を審査のうえ減額・免
除される場合があります。詳しくは、納
税通知書同封のお知らせまたは大阪市
ホームページ等をご覧ください。なお、
申請には失業状態や当年中の所得見込
金額を確認する書類などが必要です。

梅田市税事務所（個人市民税担当）
4797-2953

個人市・府民税の納税通知書
を送付します

　平成30年3月に「第3次大阪市食育推
進計画」がスタート！皆さまが健やかな
生活を送るために
毎日の食事を楽し
んでみませんか？
日々の食事で気を
つけたいポイント
をはじめ、食育に
関する情報はホー

　現在小中学校で使われている以外の
教科書も展示いたしますので是非ご覧
ください。来年から始まる中学校道徳
の教科書候補も全てございます。

６月４日（月）～７月３日（火）
区役所の開庁時間
区役所１階ロビー
教科書（見本）の展示のみで貸し

　　　出しは行っていません。
大阪市教育委員会事務局指導部
６２０８-９１８７
市民協働課（教育支援）
4階41番　 ６３０８-９４１7

教科書（見本）が
淀川区役所に勢揃い！

展示期間
展示時間

相談窓口

相談期間

展示場所
ご注意

ムページにて発信しています。 
保健福祉課（健康づくり）
2階22番　 6308-9973

→ →

→ →

6月は食育月間！
食事のあり方を見直そう！

※1 介護保険料は、被保険者の中に40歳～64歳の方（介護保険料第2号被保険者）が
いる世帯のみにかかります。

※2 世帯の所得割は、被保険者（介護分保険料の所得割は介護保険第2号被保険者）ごと
に計算した所得割の合計額となります。

平成30年度 国民健康保険料の
決定通知書をお送りします。
　平成30年度（平成30年4月から平成31年3月）国民健
康保険料の決定通知書を、6月中旬に送付します。6月中
に届かない場合はご連絡ください。なお、前年中所得が
一定基準以下の世帯や、災害、退職や廃業等による所得の
減少等で保険料のお支払いにお困りの方は、保険料の軽
減・減免ができる場合があります。詳しくは担当までお問
合せください。
　平成30年度の国民健康保険料は次の表により計算した
金額が年間保険料となります。

窓口サービス課（保険年金）4階43番
6308-9956

お知らせ
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6月の日曜開庁 6月24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
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6月21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

6月18日（月）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
6月17日（日） ９：３０～１０：３０受付
7月6日（金） 18：３０～１9：３０受付
胃がん・大腸がん・肺がん検診
6月30日（土）9：3０～１0：3０受付

1歳6か月児健診
3歳児健診

　案内文書は対象の方に5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30年2月１日～28日生まれの方
平成28年11月1日～30日生まれの方
平成2７年3月1日～31日生まれの方

食生活を中心とした健康づくりを学べる講座です。本講座を
修了された方は健康づくりのリーダー「食生活改善推進委員（ヘ
ルスメイト）」としてキッズクッキングや高齢者向けの料理教室な
ど、幅広い年齢層を対象に、食を通じたボランティア活動を行って
いただけます。

[全９回]❶７/６（金）❷７/13（金）❸７/20（金）
❹８/３（金）❺８/29（水）
❻９/5（水）❼９/14（金）❽９/21（金）❾９/28（金）

生活習慣病を予防する食事、カロリー控えめの料理実習、
家庭でできる運動、栄養バランスのとれた献立づくり他
１４：００～１６：３０
区役所２階　集団検診室
区内在住で６回以上出席で
きる方
４０名（申込先着順）
６月6日（水）９：００から電話にて
保健福祉課（健康づくり）２階22番　 6308-9882

読書に関するイベントの企画運営に関心のある方、一緒に絵
本の魅力や区の自然や歴史を伝えていきませんか？

18歳以上で淀川区内在住、在勤の方
10名程度　

　　　※応募者多数時、申込書により選考。
６月６日（水）～６月２９日（金）
申込書（ホームページまたは市民協

予約不要

参加費無料

参加費無料

6月18日（月）１0：0０～１1：0０
7月4日（水）１4：３０～１5：30

区役所2階

区役所2階

風しん抗体検査

11、12月出産予定の妊婦さんとパートナーの方
6月11日、18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

連続講座 健康講座保健栄養コース
受講者募集

絵本展「ものがたりのちから」の
実行委員を募集します

予約要 ※

予約要 ※

※詳細は予約時にご確認ください。
（大阪市ホームページで、区の年間がん検診等の日程や
 取扱医療機関をご覧いただけます）

→

→

実施日

実施日

健康づくりについて一緒に学びませんか？健康づくり推進協議
会（ほほえみ会）の活動紹介や会員さんとの交流会もあります。

いずれも10:00～12:00
区役所２階　集団検診室
区内在住で３回以上出席できる方
30名（先着順）　 6月6日（水）9:00から電話にて
保健福祉課（健康相談）2階21番　 6308-9968

いきいき百歳体操
マスタークラス（上級者編）

日 程

＊詳細はHPをご覧ください。

働課にて配布）に必要事項を記入のうえ送付または窓
口持参にてお申込みください。

市民協働課（教育支援）4階41番　 6308-9415

応募資格
募集人数

受付期間

淀川区　ものがたりのちから 検索

1回目 7月6日
（金）
7月13日
（金）
7月20日
（金）
7月30日
（月）

講話
2回目
実技
3回目
実技

生活習慣病と認知症予防について

健康は健口から
～かみかみ百歳体操の紹介～

正しいウォーキングを身につけよう！

笑いヨガ
～誰でもできる笑いの健康法～

医師

講師等内容日程

歯科衛生士

健康運動
指導士
笑いヨガ
講師

4回目
実技
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「学校園支援ボランティア（学ボラ）」大募集！                                     淀川区内の市立小中学校・幼稚園では学校園支援ボランティア
（学ボラ）を募集しています。あなたのできることを、あなたのペースでお手伝いください！
募集中のボランティアや申込み方法等詳細は、区役所HPをチェック！  市民協働課（教育支援）４階４１番　 6308-9417

募集



地域ボランティア講師の募集をいたし
ます。自分の趣味や今まで培っ
てきた経験、専門知識や技能
を持った方々にボランティア
講師としてご参加いただき講
座を実施します。ボランティア
講師は登録制となっています。
　多くの方々にあなたの特技をぜひ活
かし、伝えてください。

区民センターまで問合わせください。

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

区民センター

ハウ・リーダー教室講師募集

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

→

→

音響・照明を交えた朗読による一味
違った文学鑑賞会です。今回はハッとす
る結末の2編をお届けします。

6月30日（土）14：00～15：00
）ーリ（yiRトッニユ読朗

（大阪放送劇団OB会有志）
中学生以上
30名
（事前申込不要　当日先着順）

参加費無料

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

淀川図書館

「朗読会
―耳から広がる本の世界―」

　淀川図書館を拠点としたグループに
参加し、淀川区内の保育所・幼稚園等で
絵本の読み聞かせ等の活動をしてくだ
さる方を募集します。原則として、以下
の講座を全回ご受講ください。（全5回）

❶8/7（火）❷8/21（火）❸8/28（火）
❹9/7（金）❺未定

❶❷❸はいずれも10:00～１２:00、
❹13:30～１4:30、❺未定

❶❷❸は大阪市立中央図書館、
❹は淀川図書館、❺は希望の日
時・場所を9/7に相談
10名程度

「幼児期図書ボランティア募集」

出 演

いきいき健康セミナー 参加費無料

〒532-0034　野中北2-12-27
6150-8000

十三市民病院

6月１9日（火）１４：００～１５：００
「パンツは宝物！？」
―食事を安全に！
やってみようパタカラ体操―
摂食・嚥下障害看護認定看護師
伊吹 由香

）順着先日当（名０３

7月26日（木）までに電話にて。
※一時保育：❶❷❸は、先着6名まで
一時保育有（対象年齢：1歳6か月～
就学前）
7月27日（金）までに事前申込要。

善意銀行だより
　3月1日から3月31日の間、善意銀行
に7,884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）匿名２件

〒532-0005　三国本町2-14-3
6394-2900

淀川区社会福祉協議会

大人スポーツ教室受講生募集！
　明るい仲間と共にしなやかなカラダ
とココロを養います。初心者も大歓迎！！
●健康体操Ｃ（全10回）

7～9月の木曜日10:35～11:50
15歳以上の方 
40名
3,600円〔10回分〕
窓口まで直接来館で（先着順）

※月曜休館（月曜が祝日の場合翌平日
が休館）
※その他に、子ども対象のジュニア
体操（水・金曜日）、大人対象の二四式
太極拳（水曜日）、リフレッシュ体操
（木曜日）、グローブ空手（土曜日）も
開催しております。

淀川スポーツセンター
〒532-0004 西宮原2-1-3ソーラ新大阪21内
6350-4555

淀川区三国本町2-14-3
新高•西三国•東三国
新東三国•三国
月～土9:00～19:00

）でま00:71は土（
6394-2914

相「」とこな配心「」とこな安不「
談したいこと」はございませんか？
高齢者の方に関する様々なご相談
を受け付けています。相談は無料
ですのでお気軽にご相談ください！

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

老人福祉センター

参加費無料
　８０２０の条件を満たす方は、９月２９日
（土）の「みんなの健康展」で表彰されま
す。（以前表彰された方は除きます。）

７月４日（水）13:30～15:00
受付は14:30まで
老人福祉センター多目的室
一般歯科健診…区内在住60歳
以上の方
8020歯科健診…80歳以上で自
分の歯が20本以上残っている方
6月29日（金）までに本人の電話
または来館にて。
淀川区歯科医師会

歯科健診・８０２０歯科健診

協 力

受講料

えん げ

い　ぶき ゆ　 か

演 題

地域包括支援
センター紹介 淀川区地域包括支援センター（やすらぎ）です！！淀川区地域包括支援センター（やすらぎ）です！！第1回

住 所
担当地区

開館時間

7区広報誌「よどマガ！」は毎月123,000部を発行し、6月号１部あたりの発行単価（配布費用を含む）は約14.6円です。
平成30年5月1日現在の推計　区の人口：180,805人（前月比+664人）　男：89,704人　女：91,101人　区の世帯数：99,646世帯　区の行政面積：12.64k㎡区の統計

広報誌の発行単価

6月号 No.050

施設だより

7月から「やすらぎげんき倶楽部」を開催予定です!!
詳細についてはお問合せください。
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