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個人情報の取扱いについてはHPをご確認ください▶▶

8月30日（木）１８時開始 日本ハム戦
     8月31日（金）１８時開始 西武戦
     9月 1日（土）14時開始 西武戦
     9月 2日（日）13時開始 西武戦

いずれも京セラドーム大阪
内野自由席チケット
抽選で各試合３０組６０名
ハガキに観戦希望の試合日
（対象４試合のうち１試合）・
郵便番号・住所・氏名・年齢・
電話番号を明記し、次の宛
先までお送りください。
８月１５日（水）必着。

対象日時

席 種

応募方法

オリックス・バファローズ
観戦チケットプレゼント!!

※当選の発表は、当選通知の発送をもって代えさせていただきます。

吉田 正尚外野手
ⓒ ORIX Buffaloes

〒５５０‐００２３　大阪市西区千代崎３‐北２‐３０
オリックス・バファローズ　８/３０対日本ハム戦
（もしくは８/３１～９/２対西武戦）
チケットプレゼント係

秘密厳守相談無料予約優先
生活自立相談窓口にご相談ください！ 生活自立相談窓口にご相談ください！ 

104名104名の方が新たに
仕事に就くことができました! 

　（平成２9年４月～平成30年３月実績）

悩むより、まずはご相談ください！！      

区内在住で経済的問題など生活上の困難に直面している方。
※家族や友人、近所で見かける気になる方の相談もお受けして
います。※現在、生活保護を受給されている方は対象外です。
※生活費等の現金支給はありません。

相談方法：電話や窓口での相談のほか訪問も可能です。

仕事のこと ●自分に合った仕事が見つからない
●仕事が長続きしない

●子どもが働かず、家に引きこもって
しまい心配

●高齢の親の介護に悩んでいる

家族・家庭
のこと

生活のこと ●親の年金で生活していてこの先が心配
●仕事をする自信がない

お金のこと ●仕事を失い家賃を支払えない
●借金が多くて家計のやりくりに困っている

区役所３階生活自立相談窓口 6195-7851
6195-7852 yjiritsushien@lime.ocn.ne.jp

トピックス

花火の取り扱いにご注意を！ 気軽に楽しめる花火ですが、次のことに注意しましょう。
● 注意事項をよく読んでから使用する　● 広く安全な場所で使用する　● 水バケツを用意し、遊び終われば火の始末をする
● 風の強い時は中止にする　● 花火をする時は子供だけでなく、大人の人と一緒にする 淀川消防署　 ６308-０119

小中学生のみんな！英語で“
エ  エ

英”思い出作らへん？ エエ ヨド

英 淀
E～YOD

O

　１日限定の「英語村」＆「祭り」をテーマに、今年も区役所会議室が大変身！
入国審査から始まる世界の旅に出かけよう！☆彡

8月26日（日）１３：００～１７：００（開場（入国審査体験） 12:30～）
区役所５階会議室（特設会場）
区内在住小中学生（保護者の参加OK）
①13:00～オープニングセレモニー（英語マジックショーなど）
②13:30～イングリッシュブース＆チーム戦ゲーム

　　　　（英語を使ったゲーム・ダンス・ヨガ・カフェなど盛りだくさん！）
③16:35～クロージングセレモニー（世界と淀川区クイズなど）

　　　　※やむを得ず時間・内容を変更する場合があります。
申込不要！直接会場へお越しください♪
株式会社イング（委託事業者）
６６３２-５５２７（平日10:00～17:30）
市民協働課（教育支援）4階41番
６308-9415

担 当

参加方法

詳細はHPにて▶▶
当日司会者
U.K.さん

申込不要 参加無料 英語初心者大歓迎

オリックス・バファローズ
0570-01-8862（平日9:00～17:00）

淀川区

司会者プロフィール
）朗二雄楠（.K.U

大阪府出身
毎日放送「ちちんぷいぷい」
に出演し、『くっすん』の愛称
で親しまれている。

ユーケー くすのき    ゆう  じ  ろう



「国民健康保険料のための所得
申告書」の提出をお願いします

平成31年4月に入学される
小学校・中学校の学校選択制
について

外国籍のお子様の入学手続き →

９月人権学習講座

9月26日（水）～12月18日（火）
のうち2週間単位
9月3日（月） 9:00受付開始

9：30抽選
※受付日以降、日程に空きがある場合は随時受付
※区役所行事等の公用が優先となります。

今回受付分より展示スペースを
変更します。

政策企画課（広聴）
5階51番　 6308-9683

区役所１階
区民ギャラリー申込み受付

展示期間

申込受付

お知らせ

市税の納期限のお知らせ

児童扶養手当の所得制限
限度額が変わります

　個人市・府民税（普通徴収分）第２期分
の納期限は、８月31日（金）です。市税への
ご理解と納期内の納付をお願いします。

梅田市税事務所（個人市民税担当）
4797-2953

お知らせ
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　　　　　　　　　　　　8月の日曜開庁　8月26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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　前年の所得を申告されていない方の
のめたの料険保康健民国「、へ帯世るい

所得申告書」を７月に送付していますの
で必ず申告をお願いします。
　所得の不明な方がいる場合は、軽減・
減免を受けられませんので、税の申告が
不要な場合であっても、国民健康保険に
かかる所得の申告を行ってください。

窓口サービス課（保険年金）
4階43番　 6308-9956

無料

→

扶養親族等
人数
0人
1人
2人
3人
4人

19万円
57万円
95万円

133万円
171万円

49万円
87万円

125万円
163万円
201万円

1人につき
38万円加算

1人につき
38万円加算5人以上

所得制限限度額
H30年7月まで H30年8月以降

　「児童扶養手当法施行令」の改正により、
平成30年8月から児童扶養手当の所得制
限限度額（全部支給）が改定されます。

　大阪市立の小・中学校への入学のご
案内を８月中旬頃に、学校選択制の書類
を8月下旬頃に発送します。2019年4月
に入学を希望する外国籍のお子さまの
保護者の方は申請が必要となります。
●入学資格
•小学校…2012年4月2日から2013
年4月1日までに生まれたお子さま
•中学校…2019年3月に小学校卒業
の見込みのお子さま

●申請方法
　入学申請書に必要事項をご記入の
うえ、9月28日（金）までに、郵送または
窓口へご提出ください。

市民協働課（教育支援）
4階41番　 6308-9414

　京都府警ネット安心アドバイザーとし
て、青少年のネット問題に取組まれてい
る竹内義博先生をお招きし、現代スマホ
社会でのモラルについて講演していた
だきます。

9月8日（土） 10：30～12：30
区役所5階会議室
70名（当日先着順）
小学生・中学生の保護者の皆さま

※学校選択制の制度説明会と同じ会場で
続けて開催します。説明会参加者以外の
方は、説明会終了後の入場となります。

市民協働課（教育支援）
4階41番　 6308-9417

提出書類 提出期間 提出先受給中の手当
区役所２階２３番

区役所３階３２番

「現況届」児童扶養手当

特別児童扶養手当

児童手当

「所得状況届」

８月1日（水）～３１日（金）

未提出の方は速やかに
ご提出ください。

「現況届および
所得状況届」

特別障がい者手当
障がい児福祉手当

（経過措置福祉手当含）

８月１0日（金）～９月11日（火）

保健福祉課（子育て支援） 2階23番　 6308-9423 6303-6745
保健福祉課（保健福祉） 3階32番　 6308-9857 6885-0537

提出がないと、受給の停止や受給資格がなくなる場合があります。

■児童扶養手当　■児童手当　■特別児童扶養手当
■特別障がい者手当　■障がい児福祉手当
　現況届等の提出をお忘れなく。

各種手当現況届

８月１3日（月）～１5日（水）は区役所２階会議室で集中受付を実施します。
9：００～１７：3０まで　15日は12:00まで受付時間

「現況届」

申込不要

　保護者の方を対象に
学校選択制の制度説明
会を開催します。

9月7日（金）19:00、8日（土）9:45
区役所５階会議室

※詳しくは次のとおり配付予定の「学校
案内」冊子をご覧ください。

●市立小学校に通学している６年生に
は2学期初めに小学校から配付

●小学校１年生になる方と私学等に通
う６年生は８月下旬に自宅あて発送

※９・10月に各学校で学校公開・説明
会を開催します。日程や参加条件等
については冊子をご覧いただくか、各
学校へお問い合わせください。

市民協働課（教育支援）
４階41番　 6308-9414

ご注意

保健福祉課（子育て支援）
2階23番　 6308-9423

たけうちよしひろ

淀川区　区民ギャラリー 検索



予約不要

12、1、2月出産予定の妊婦さんとパートナーの方
8月6日、20日、27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
＊詳細はHPをご覧ください。

　淀川区で回収されたごみがどのように処理されているのか、
実際に見ることができるイベントです。フリーマーケットを同時
開催します！

８月２５日（土）10：00～16：00（最終受付は15：00）
●フリーマーケット出店者募集（１５店程度・出店料無料）

区内在住・在学で営利を目的としないアマチュアの方
（未成年者だけの出店は不可）
ご家庭で不用となった品物（※出店できない品物もあります）
往復ハガキに、住所・氏名・電話番号・年齢・出品物を明記し、
下記「出店係」へ送付。８月１６日（木）必着※応募者多数抽選
東淀工場
〒533-0003　東淀川区南江口３-１６-６　 ６３２7‐4541

区内在住で営利を目的としないアマチュアの方
ご家庭で不用となった品物（※出店できない品物もあります）
20店（申込多数抽選）　

無料
往復ハガキに、住所・氏名（ふりがな）・生年月日・電話番
号・出品物を明記し、次の宛先へ送付。８月25日（土）必着
東北環境事業センター
〒５３３‐０００６　東淀川区上新庄１‐２‐２０　 ６３２３‐３５１１

→

→

10月13日（土）10：30～14：30（雨天中止）
大阪城公園　太陽の広場

東淀工場オープンデー工場見学&フリーマーケット

8月16日（木） 14:00～15:00受付
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

実施日

持参物

8月13日（月） １０：００～１１：００受付　 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。
実施日

区役所2階

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
9月5日（水） ９：３０～１０：３０受付
胃がん・大腸がん・肺がん検診
８月１８日（土）、８月30日（木） 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7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4月１日～30日生まれの方
平成29年1月1日～31日生まれの方
平成2７年5月1日～31日生まれの方

　「睡眠負債」は心や身体に様々な不調を引き起こ
します。睡眠負債について学び、あなたの眠りを見
つめ直してみませんか？

9月13日（木）14:00～16:00　 区役所5階会議室
京谷クリニック 院長　京谷 京子先生　 150名　
8月6日（月）9:00から電話にて受付（先着順）
保健福祉課（健康相談）２階21番　 6308-9968

　大阪市ファミリー・サポート・センター事業の提供会員の登録
をめざす方を対象に、子どもとのコミュニケーションや心とから
だの成長等、ボランティアとして必要な知識を学ぶ講座です。

❶9月26日❷10月3日❸10月10日❹10月17日❺10月
24日❻11月7日（いずれも水曜日）合計6日間（25時間）
※全講座を修了後提供会員登録が可能になります。
　各日程の講座内容や詳細はお問合せください。
提供会員希望の19歳以上の大阪市内在住の方

5名まで先着順（3か月から小学校3年生まで）
子ども・子育てプラザ　 6395-6420
（月曜・祝日・年末年始休館 8月は月曜も開館）

参加費無料

8月13日（月） １0：0０～１1：0０受付
9月6日（木） １4：３０～１5：30受付

8月18日（土） 8月30日（木） ９：３０～１１：００受付
受診券と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

区役所2階

区役所2階

風しん抗体検査

こころの健康講座「あなたの眠り大丈夫？

子育て支援ボランティア講座を開催します

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

ごみ減量フェスティバル「ガレージセール・
イン・OSAKA TOWN」　出店者の募集

申込方法

日 程

会 場

出店資格

入場料・出店料

出品物

出品物

募集数

無料一時保育

特定健康診査 区役所2階
実施日
持参物

ファミリー・サポート・センター事業提供会員希望者限定

きょうたに きょう  こ

出店資格
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「違法民泊かな？」と思ったら、保健所の違法民泊通報窓口へ
電話・ファックス・メールにより施設所在地等の情報をお寄せください。　

大阪市保健所環境衛生監視課　 ６６４７-０８３５（平日9:00～17:30）　 ６６４７-０７３３　 ryokan2016@city.osaka.lg.jp

募集



6,780円（12回分）
●太極拳A・B（全12回）

9～12月の火曜日
A10:30～12:00　B13:00～14:30
15歳以上の方　 各40名 
6,780円（12回分）

●小学生の運動スキルＵＰ（全10回）
9～12月の金曜日
16:30～17:30
2～5年の小学生　 15名
5,650円（10回分）

窓口まで直接来館で（先着順）
※月曜休館

　かんたんな歌を口ずさみながら、赤
ちゃんといっしょにスキンシップしませ
んか。普段なかなかふれ合う機会がな
いパパも、楽しい時間を過ごしましょう。

9月15日（土）10:30～11:30
概ね2か月から7か月までの乳児
とその保護者（パパもママもＯＫ）
一時保育なし
10組（応募多数抽選）
西仲 亜矢子さん（ベビーマッサージ講師）
8月18日（土）～8月31日（金）
17:00までに電話もしくは来館にて。

いきいき健康セミナー 参加費無料
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

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

老人福祉センター

　丹波篠山黒豆収穫体験と城下町散策。
10月10日（水）
９：００　淀川区民センター
１７：0０頃（予定）　 8０名（抽選）
区内在住６０歳以上で、センター
利用証をお持ちの方
3,8００円（昼食各自持参）
往復ハガキ（一枚につきお一人様）
に氏名・住所・年齢・電話番号を記入
の上、8月25日（土）必着。

集 合
日 程

解 散

バスで行くお出かけ企画 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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

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

にし  なか あ　 や　 こ

はるか

→

→

参加費無料

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

淀川図書館

図書ボランティア（高齢者福祉施設）募集

　毎月第1～3土曜日15：00からおたの
しみ会をしています。夏休みは大集合
のスペシャル版おたのしみ会をします。
8月4日、11日、18日と続けて参加する
と、いいことがあるよ！

8月25日（土）15：00～16：00
50名（当日先着順）
図書館ボランティアのみなさん

　淀川図書館を拠点とするボランティア
グループに参加し、図書の貸出や紙芝居
実演などの図書ボランティア活動をして
くださる方を募集します。原則として次
の講座を全回ご受講ください。（全5回）

高齢者福祉施設「博愛の園」
原則として第3金曜日
❶9月26日（水）❷10月10日（水）
❸10月19日（金）❹10月31日（水）
❺11月16日（金） 10:00～12:00
❶❷❹は大阪市立中央図書館、
❸❺博愛の園　 5名程度
9月13日（木）までに電話にて。

夏休みおたのしみ会
スペシャル！

申込期間

善意銀行だより
　5月1日から5月31日の間、善意銀行
に102,000円の預託がありました。ご
協力ありがとうございました。

認知症にやさしいまちづくり講演会
愛だけでは介護できない
～みんなの笑顔のために～
　テレビでおなじみの遥洋子氏を講師
にお迎えし、自らの父親の介護に携わっ
た経験をもとに高齢者介護についてご
講演していただきます。

8月25日（土）13:30～15:00
（13:00開場）
淀川区民センター
作家・タレント　遥 洋子氏
400名（当日先着順）

〒532-0005　三国本町2-14-3
6394-2900

淀川区社会福祉協議会

スポーツの秋！
大人・子ども教室受講生募集！！
気候の良い秋からスポーツを始めませんか?
●卓球A・B（全12回）

9～12月の金曜日
A12:45～14:15　B14:20～15:50
15歳以上の方　 各25名

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

活動場所

出 演

活動日
講座日時

→

→

よう　こ

染川佑子、横山新聞舗（敬称略）

8月20日（月）１４：００～１５：００
「体が不自由な方の生活のため
の自助具」―靴下を履くのに便
利な道具を作ってみませんか―
作業療法士　松田 大作
３０名（当日先着順）

地域包括支援
センター紹介

淀川区東部地域包括支援センターです！！淀川区東部地域包括支援センターです！！第2回

まつ　だ だい さく

演 題

（認知症強化型地域包括支援センター）（認知症強化型地域包括支援センター）

西宮原1-6-45
宮原・北中島・木川・木川南・西中島
月～土9:00～19:00（土は17:00まで）　 6350-7310

住 所
担当地区
開館時間

　9月～11月頃に介護予防、認知症予
防の体操教室を各地域で開催いたし
ますのでふるってご参加ください。

置設を」ムーチジンレオ区川淀「、たま
し、認知症施策の推進拠点として認知
症の早期発見や早期支援の取り組み
を強化しています。

受講料

受講料

受講料❶❷❹は、先着6名まで一時保
育有。（9月14日（金）までに申込
要。対象年齢：1歳6か月～就学前）

一時保育

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

子ども・子育てプラザ

男性の育児参加企画第4弾！
「パパもベビーマッサージ」

7区広報誌「よどマガ！」は毎月123,000部を発行し、8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7月1日現在の推計　区の人口：180,966人（前月比+41人）　男：89,789人　女：91,177人　区の世帯数：99,836世帯　区の行政面積：12.64k㎡区の統計

広報誌の発行単価

8月号 No.052

施設だより
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