
HbA1c=7.0の意味を
あなたは知っていますか？

糖尿病専門医によるここだけのお話

淀川区子育て講座 ☆

子どもと笑顔でかかわるために子どもと笑顔でかかわるために

　健診結果の見方について、考えたことはありますか？
あなたのカラダの中で一体何が起こっているのか、一緒
に考えてみましょう。糖尿病予防には欠かせない食事に
ついてのお話もあります。

11月5日（月）
14:00～16:00
区役所6階　会議室
区内在住、在勤者50名
（申込先着順）
第1部　（医）弘正会
ふくだ内科クリニック
院長　福田 正博先生

　　　第2部　淀川区保健福祉センター 管理栄養士
10月15日（月）９：００から電話にて受付

参加費無料

参加費無料

参加費無料 手話通訳あり

10月31日（水）１4：００～１6：００
区役所2階 集団検診室
区内在住の小学3年生くらいまでの子どもの保
護者、子育て支援に関わる方・関心のある方
50名（当日先着順）　 予約必要　先着１０名まで

※一時保育をご希望の方は10月19日（金）までに電話またはFAXに
て、保護者氏名・住所・電話番号・お子さんの氏名と生年月日を問
合せ先までお知らせください。
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検索淀川区 読書ボランティア詳細はHPにて

▲ ▲

一時保育

　区内の子ども達のステージ発表や作品展示を開催します。
野中南公園では、模擬店や体を動かす遊びなど、子ども達が
楽しめるコーナーもあるよ！みんな元気に集まれ～！

東三国中
三 国 中
西三国小
塚 本 小
三津屋小

宮脇（校長）6391-3588
小畑（教頭）6392-0031
山崎（教頭）6393-4728
成瀬（教頭）6303-5992
山内（教諭）6301-0005

宮 原 中
美津島中
木 川 小
田 川 小

井上（教頭）6394-2455
峯松（教諭）6309-0181
長谷川（教頭）6308-6311
山本（教頭）6301-1510

学校名 問合せ先 学校名 問合せ先

読書ボランティア募集中！
　淀川区では、始業前や放課後、休み時間などに小中学校
の図書館を開館する読書ボランティアを募集しています。

　読み聞かせ活動をしてくださるボ
ランティアも募集しています。
　ご興味のある方は下記の小中学
校へ直接お問合せください。

また怒って
しまった！

本当は怒りたく
ないのに…

ふく  だ まさ  ひろ

特別編

特別企画

大人も子どもも
毎日笑顔で過ごす
ヒントを一緒に
見つけましょう！

藤川典子先生を
講師にお招きし、
子どものほめかた、
叱り方を教えて
いただきます。

講師　藤川 典子氏
子どもの発達相談室 あおいとり室長 言語聴覚士

ふじ  かわ のり   こ

市民協働課（まちづくり）4階41番　 6308-9734

第37回 こども文化のまつり

学校図書館をもっと楽しく! 居心地良く!!

11月3日（土・祝）１1：００～１6：００
（雨天決行）
区民センター、野中南公園

ステージ出演者・出展作品を募集します
●ステージ出演者募集

区内在住で小学校区を活動範囲としている５名以上
のグループ若干数。１組10分間まで。申込多数抽
選。有料教室主宰のグループの参加はお断りします。

●展示作品募集
区内在住の小中学生の作品若干数。
１0月17日（水）までに窓口にて受付。
※詳細について担当までお問合せください

募集数

募集数

※※

※過去１～２年間の血糖の状況を示す検査値です。※過去１～２か月の血糖の状況を示す検査値です。

ブルーサークルは糖尿病のシンボルマークです

少しの時間
があれば
大丈夫！

子ども達も
楽しみに
しています！

図書館を
素敵に飾り
つけます。

子育て支援室2階23番　 6308-9939　 6303-6745

保健福祉課（健康相談）２階２1番　 6308-9968 市民協働課（教育支援）４階４１番　 6308-9415

11月は児童虐待防止月間です。子ども虐待ホットライン 集中電話相談
11月1日（木）～5日（月）11:00～20:00　 6762-0088（普段は平日11:00～17:00に相談受付）　NPO法人児童虐待防止協会　
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　10月1日から全国一斉に第
72回『赤い羽根共同募金運
動』が始まります。皆さまから
お寄せいただいた寄付金は、地域福祉事
業に役立てられます。皆さまの温かいご
協力をよろしくお願いします。

淀川区社会福祉協議会
6394-2900

市民協働課（まちづくり）
4階41番　 6308-9734

　区民から寄せられる犬・猫
に関する苦情の原因のほと
んどは、飼主のモラルに関す
るものです。住み良い町にす
るには、飼主一人ひとりの行動が大切に
なります。
●犬の登録、狂犬病予防注射は必ず受
けましょう。
●糞・尿の後始末は飼い主が責任をも
って必ずしましょう。
●無責任な放し飼いは絶対にやめましょう。
●不幸な命を増やさないために不妊・
去勢手術をしましょう。
●飼い猫は室内で飼いましょう。
●愛情と責任をもって終生飼いましょう。

保健福祉課（健康づくり）
2階22番　 6308-9973

　今回は、各学校園の「運営に関する計
画」について中間評価を行います。学校
協議会は傍聴できますので、各学校園に

るす関に営運「、おな。いさだくせ合問お
計画」や前回の議事内容、日程は、各学校
園のホームページに掲載されています。

市民協働課（教育支援）
４階41番　 6308-9415

　淀川警察署では、府民が安心して暮
らせる「安全なまち大阪」を確立するた
め、地域住民、区役所、防犯協会等と連
携して、秋の地域安全運動を実施します。
～重点項目～
❶子どもや女性を対象とする犯罪の被害防止
❷特殊詐欺の被害防止
❸自動車関連犯罪及びひったくりの被害防止
　みんなで力をあわせて安全・安心な
まちづくりをめざしましょう。

市民協働課（防犯）
4階41番　 6308-9743

１０月は｢犬・猫を正しく飼う運動｣
強調月間です

10月11日～20日は
秋の地域安全運動！

おまつりの会場では模
擬店にステージイベント
にお楽しみが盛りだくさ
ん！ボウリング大会では
ボウリングはもちろん、プロボウラーに
よるレッスンもあります！お気軽にご参
加ください！

11月18日（日）10:00～17:00
イーグルボウル（宮原４-３-９）
240名（申込先着順）
ボウリング大会
子ども７００円(小学生まで)
大人１,２００円
10月5日（金）から11月8日（木）まで
問合せ先あてに電話またはＦＡＸにて
淀川区社会福祉協議会
６３９４-２９００
６３９４-２９７８

第6回淀川区子どもまつり

　ご家庭で不要になった蛍
光灯管について、区役所等
で拠点回収を行っていますが、これに加
えて電話等の申込みによる訪問回収を
実施します。

10月1日（月）～
蛍光灯管（電球・グロー球・ＬＥＤを

除く）最大の辺または径が30㎝を超える
もの、棒状で１ｍを超えるものも含みます。

東北環境事業センター
6323-3511　 6370-3951

蛍光灯管の訪問回収を
実施します

赤い羽根共同募金運動が
始まります

　障がい者医療証はうぐいす色からオ
レンジ色へ、ひとり親家庭医療証はあさ
ぎ色から桃色へ変わります。こども医療
証は色の変更はありません。
対象者の方には、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
ので、10月末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
療証については、有効期限が平成30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ください。

保健福祉課（医療助成）
3階32番　 6308-9857

医療証を更新します

実施開始
回収品目

申込・問合せ

市税のお知らせ
●市税の納期限　
　個人市・府民税（普通徴収分）第３期分
の納期限は、10月31日（水）です。市税へ
のご理解と納期内の納付をお願いします。
●個人市・府民税に関する収入状況等の調査
　平成29年中（１月１日～12月31日）の
収入（所得）について申告のない方など
を対象に、収入状況等の調査のため往
復ハガキをお送りしていますので、10月
12日（金）までにご提出ください。

梅田市税事務所市民税等グループ
（個人市民税担当）　 4797-2953
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日曜開庁のお知らせ

　締め切りまで残り１か月となりました。
対象者の方は、期限までに希望調査票
の提出をお願いします。区内の各小学
校・中学校で開催している学校公開・学
校説明会の日程や参加条件等について
は「学校案内」冊子をご覧ください。

市民協働課（教育支援）
4階41番　 6308-9414

無作為抽出の1,500名の方に淀
川区の区政についてのアンケートを郵
送します。アンケートが届きましたら、回
答のご協力をお願いします。

9月下旬から平成31年3月の間
に2回実施予定
政策企画課（広聴）
5階51番　 6308-9683

区民アンケートを実施します

学校選択制　希望調査票提出
期限は10月31日（水）必着です！

調査方法

実施時期

第２回学校協議会が開催されます

10月号 No.054

　　　　　　　　　　　　10月の日曜開庁　10月28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

お知らせ



10月18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

対 象

3か月児健診
1歳6か月児健診
3歳児健診

　案内文書は対象の方に9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

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

平成30年6月１日～30日生まれの方
平成29年3月1日～31日生まれの方
平成2７年7月1日～31日生まれの方

　ご家族が、うつ病についての正しい知識を学び、病気を理解
し、本人への接し方を考えてみませんか。また、同じ病気をもつ
ご家族の方と語り合ってみませんか。

市内在住で、うつ病と診断されている方のご家族
2日間コース（両日ご参加ください）

こころの健康センター
（都島区中野町5-15-21　都島センタービル３階）
20名（先着順）
11月2日（金）までに電話にて受付。
保健福祉課（健康相談）２階21番　 6308-9968

　毎日の家事や育児、仕事、介護など・・・「からだ」と「こころ」は
日々、黙々と働き続けています。いつまでも心身ともに元気に
生活できるよう、お話を聴いてみませんか？

10月30日（火） 14：00～16：00
区役所5階 会議室　 150名（申込先着順）
大阪市立十三市民病院　女性総合外来
医師　栗山 敦子先生
NPO法人ピースオブマインド　代表理事　
マインドフルネストレーナー　中栖 久美子先生
電話または担当窓口にて受付。
保健福祉課（健康づくり）２階22番　 6308-９882

予約不要

3、4月出産予定の妊婦さんとパートナーの方
10月1日、15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

うつ病の家族教室

女性外来医師からのメッセージ
～からだやこころの変化を感じていますか？～

あつ　こ

【全4回】11月2日（金）、11月9日（金）、11月16日（金）、
11月30日（金）、いずれも13:30～15:30
健康づくりに役立つ話と運動　 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）　 10月9日（火）から電話にて。
保健福祉課（健康相談）2階21番　 6308-9968

　小さいころから正しい食習慣を身につけることは、丈夫な体
づくりにとても大切です。つくる、たべることの体験講座です。

10月19日（金） 14:30～15:30
区役所２階　集団検診室・栄養指導室
区内在住の４～５歳児と保護者

　　　兄弟の同伴可。保育はありません。　
野菜が苦手な子どもも食べられる
野菜クッキーを作ります。
１２組（申込先着順）　 ひとり３００円（調理材料費）
10月5日（金）9:00～電話にて（締め切り１０月１２日）
保健福祉課（健康づくり）2階22番　 6308-9882

キッズクッキング参加者募集！

メニュー

※詳細はHPをご覧ください。

日時・内容

申込・問合せ

11月10日（土）
14:30～16:30
11月17日（土）
14:30～16:30

1日目

2日目

くり　やま　　

なか　す く　 み　こ　　

10月17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階結核健診

胃がん・大腸がん・肺がん検診
10月28日（日） ９：３０～１０：３０受付
乳がん検診（マンモグラフィ）・骨粗しょう症検診
10月2８日（日） 13：３０～１4：３０受付

予約不要

予約不要

各種がん検診、骨粗しょう症検診

10月17日（水） １0：0０～１1：0０受付
11月1日（木） １4：３０～１5：30受付

10月28日（日） 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 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

特定健康診査 区役所2階
実施日
持参物

いきいき百歳体操マスタークラス（上級者編）
～健康づくりについて一緒に学びましょう!～

参加費無料

参加費無料
参加費無料

手話通訳付

医科神精（」ていつに療治と解理の病つう「
師による講義）　 家族交流会

るよに師医科神精（」ていつに応対の族家「
講義）　 家族交流会

参加費
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募集

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　専門の担当者がご相談に応じる「相続・登記・税金・年金・住宅など行政なんでも相談所」を開設します。
10月16日（火）10：00～17：00　 難波御堂筋ホール9階ホール９A（中央区難波4-2-1）　 総務省近畿管区行政評価局　 6941-8358

10月15日～21日は行政相談週間です！



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

老人福祉センター

11月16日（金）10:00～15:30         
11月17日（土）10:00～15:30
区民センター ホール

●演芸参加者・作品出展者の募集
❶演芸の部：17日（土）に出演。
カラオケ・踊り・手品等
16組。（先着順）
❷作品の部：1人2点まで
　　　　　　（大型作品は1点）。

区内在住60歳以上の方
10月5日（金）10：00～
10月26日（金）17：00まで
本人の電話または来館にて。

文化祭・作品展 出演者・出展者募集

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

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

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

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

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

→

→

→

→

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

淀川図書館

　昔の淀川区ってどんなところだった
の？昔の暮らしについてのお話と、むか
しあそびを、大人も子どもも一緒に楽
しみましょう。小学校高学年以上におす
すめです。

10月28日（日）14:00～15:00
30名（当日先着順）
淀川区ハウ・リーダー教室
「エッセイ・むかしばなし教室」
受講生のみなさん

わたしがこどもだったころ

　子育てや遊びの中で歌いつがれてき
たわらべうたを、絵本といっしょに楽しみ

第21回図書館フェスティバル
わらべうたと絵本を楽しもう

淀川図書館開館35周年記念
大人のためのおはなし会＆
おはなしくるりんパッ！

善意銀行だより
　7月1日から7月31日の間、善意銀行に
533，686円の預託がありました。ご協力
ありがとうございました。
株式会社ダイヘン、一宮物産株式会社、
北大阪病院、横山新聞舗（敬称略）

〒532-0005　三国本町2-14-3
6394-2900

淀川区社会福祉協議会

ジュニア体操教室
無料体験参加者募集！！

がん患者サロン
「サロン・ド・Juso」

淀川区民福祉のつどい

　がん患者さん、そのご家族の方が気
軽に立ち寄り、今の思いを語りあえる場
としてがん患者サロンを開催いたします。
当日自由にお越しください。

10月24日（水）14:00～16:00
頭皮ケア・脱毛についての講演、
談話会

糖尿病フェスタ
　糖尿病の知識を深め、健康管理に役
立ててみませんか？当日自由にお越し
ください。

11月9日（金）14:00～16:00

　マット運動を中心に鉄棒・とび箱の
練習も行います。上達のコツをつかみに
きませんか？

❶チャレンジコース（３歳児～未就学児）
❷アタックコース（小学校低学年）
❸チャンピオンコース（小学校高学年～中学生）

❶１５：３０～１６：３０（水曜クラスのみ） 
❷１６：３０～１７：３０ ❸１７：３０～１８：３０

【水曜クラス】１０月１７、２４日、１１月７、１４日
【金曜クラス】１０月１９、２６日、１１月２、９日

の中からいずれか１日のみ
各コース及び各日程とも３名まで

（現在開催中の教室への体験参加と
なるため、入会を検討中の方に限ります）

１０月１０日（水）１３：００より電話
にて事前予約（先着順）

※月曜休館（祝日の場合は翌平日）

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

いわ　で けい　こ

　使わなくなったおもちゃを持ってきて

10月28日（日）13:30～15:30
18歳未満の子ども（就学前の
お子さんは保護者同伴）

えっこスタッフ」の指示に従ってくだ
さいますようお願いします。

　このつどいを通じて、社会福祉協議
会の役割を理解し、住民の福祉活動の
輪を広げていきませんか？

10月17日（水）13:30～16:30
（13:00受付開始）
400名　 区民センター
第１部　13:30～14:30　式典
第２部　14:30～16:30

映画上映「彼らが本気で編むときは、」
※善意銀行や賛助会員入会も受付しています。

参加費無料

参加費無料

参加費無料

参加費無料

参加費無料

参加費無料

参加費無料

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

子ども・子育てプラザ

子育てプラザ的
「かえっこバザール！」

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

10月19日（金）１４：００～１５：００
「乳がん検診へ
行こう！ 」

―検診が不安な人にも
聞いてほしい話―

臨床検査技師　大瀬 香奈
３０名（当日先着順）

おお　せ か　 な

演 題

日 程

　10月21日は淀川図書館の開館記念
日です。開館35周年を記念して、大人も
子どもも楽しめるイベントを行います！

10月21日（日）
❶11：00～大人のためのおはなし会
❷14：00～おはなしくるりんパッ！

❶グループ・いっすんぼうし
　　　❷絵本の会淀川

各回30名（当日先着順）

出 演

健康管理の新時代～人生100年時代～
講演、血糖測定、食事や運動療
法など

テーマ

出 演

ましょう。
11月7日（水）　
❶11：00～（おおむね0～2歳向け）
❷11：30～（おおむね3歳以上向け）

※参加はどちらか１回のみ
各回25組（当日先着順）
岩出  景子さん（野の花文庫主宰）

7区広報誌「よどマガ！」は毎月123,000部を発行し、10月号１部あたりの発行単価（配布費用を含む）は約16.9円です。
平成30年9月1日現在の推計　区の人口：180,893人（前月比－106人）　男：89,774人　女：91,119人　区の世帯数：99,819世帯　区の行政面積：12.64k㎡区の統計

広報誌の発行単価

10月号 No.054

施設だより
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