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　楽しく料理を作りながら、妊娠中に気をつけたい食事
のことや上手に栄養をとるコツを考えます。

で家「」？のるすをとこなんどてっ療医宅在「
最期を迎えるにはどうしたらいいの？」など
様々な疑問について講師の先生にお話し
いただきます。

11月29日（木） １０：３０～１３：００
区役所２階　集団検診室・栄養指導室
栄養のお話と調理実習

     

区内にお住いの妊娠中、妊娠をご希望の女性
２０名（申込先着順）
４００円（調理実習費として当日徴収）
エプロン・タオル・頭髪をおおうもの・筆記用具
１１月５日（月）９：００から電話で（締切１１月１６日）

マタニティクッキング
～ふだんの食事にひと工夫～

◆にんしんSOS

予定メニュー

八ッピーマン
ごはん
ほうれん草の
ツナあえ
切干し大根の
中華スープ

子育て支援室よりご案内
～11月は児童虐待防止推進月間です～

在宅医療・介護講演会

最期まで住み慣れた地域で暮らし続けるために
                      ～在宅医療・在宅看取りについて～

保健福祉課（健康づくり）2階22番　 6308-9882

一人で悩まないで

　思いがけない妊娠に悩むあなたの気持ちに寄り添い、必要
な正しい情報や適切な支援サービスをご紹介します。
0725-51-7778 （月～金 10:00～16:00（祝日を除く））

　メール相談も受付ています。詳しくは、HPまで。
※にんしんSOSは、大阪府の委託を受け、大阪府立病院機構大阪母子医療センターが運営しています。

◆こどもSOS
24時間子どもSOSダイヤル
0120-0-78310（一部のIP電話からはつながりません）

大阪市こども相談センター　電話教育相談
こども専用 4301-3140
大人専用　 4301-3141

（月～金9：00～19：00（祝日・年末年始を除く））

クレオ大阪子育て館（北区天神橋６-４-２０）
　 6354-0106（代表）
子育て相談　 6354-4152
（10:00～21:00、土日祝日は17:00まで）
※外国語（韓国・朝鮮語、中国語、英語）による相談は、月曜日10:00～17:00
淀川区役所子育て支援室でも子育て相談を受付ています。
区役所2階23番　 6308-9939

◆子育てSOS

12月7日（金） １4：0０～１6：００
区役所5階　会議室
第一部　秀壮会クリニック院長　熊野 宏二先生

　　　第二部　淀川区医師会訪問看護ステーション管理者
                     植田 友美先生

150名（当日先着順）

うえた ゆみ

くま  の こう　じ

僕たち淀川区住み
ます芸人の「職人」も
参加します！

保健福祉課（健康づくり）2階22番　 6308-9882

手話通訳付 参加費無料

熊野 宏二先生
大阪医科大学卒業（医学
博士）　一般社団法人大
阪市淀川区医師会理事

植田 友美先生

講師紹介

平成８年看護師免許取得
淀川区訪問看護ステー
ション連絡会会長

ホームページバナー広告募集中！                                                                                                 
淀川区役所のホームページにバナー広告を掲載しませんか？１枠月額5,000円で、1か月単位で掲載できます。お気軽にお問合せください。
（申込み締め切り：掲載開始月の前々月の末日必着）　 政策企画課（広報）5階51番　 6308-9404　 tl0009@city.osaka.lg.jp
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　日常生活で生じる様々な人権問題に
ついて、悩みごと・困りごとがありました
ら、お気軽にご相談ください。

11月16日（金）13：30～16：00
区役所4階　特設相談室
大阪第一人権擁護委員協議会
6942-1489　 6943-7406

　12月より、大阪市内にお住まいの方
を対象に、不動産の賃貸・売買およびそ
の他様々な内容に関する無料相談をス
タートします。

偶数月の第３金曜日 13:00～16:00 
※初回は12月21日（前日までの要予約）
区役所４階
公益社団法人　　　　　　　　
全日本不動産協会大阪府本部　
北支部　 ６３７３-１５１１　　　

　　　（月～金10:00～16:00）
　中小企業、個人商店の経
営者の皆さま、「事業承継」の手続きに
お悩みではないですか？司法書士によ
る無料個別相談会を実施します。事前申
込優先ですが、当日受付もいたします。

１１月１２日（月）１１：００～１６：００
区役所６階 ６０１・６０２会議室
大阪司法書士会　 6941-5351
市民協働課（まちづくり）
４階41番　 6308-9734

人権擁護委員による特設人権
相談所を開設します

司法書士会による事業承継
個別相談会

「宅地建物取引士による
不動産無料相談」のお知らせ

源泉所得税の徴収義務者のうち
淀川区内の法人・個人事業者

●平成30年分の所得税の年末調整の
しかた
●所得税の法定調書および個人住民税の
給与支払報告書などの作成・提出方法

11月27日（火）
（午前の部）10：00～11：50
（午後の部）13：40～15：30
13：00～13：30まで消費税軽減
税率制度説明会を開催します。
メルパルクホール（宮原4-2-1）

※駐車場・駐輪場がありませんので、車・
自転車でのご来場はご遠慮ください。
※税務署より事前に関係書類をお送りし
ている場合はご持参ください。

東淀川税務署（法人課税第１部門）
6303-0280（直通）、1141（代表）

（平日の8:30～17:00（祝日を除く））

所得税の年末調整説明会を
開催します

1月9日（水）～4月2日（火）のうち
2週間単位
12月3日（月）　
9:00受付開始、9:15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。詳細はＨＰをご覧ください。

政策企画課（広聴）
5階51番　 6308-9683
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日曜開庁のお知らせ

　10月31日（水）学校選択制希望調査
票の提出を締め切りました。締め切りま
でに提出できなかった方、希望学校名を
変更したい方は上記期間内に「第1回希

）送発頃日9月11（」書知通果結査調望
と保護者の身分証明書を担当窓口まで
お持ちください。

市民協働課（教育支援）
4階41番　 6308-9414

学校選択制 希望校変更受付期間
は11月12日（月）～16日（金）です！

　大阪市では、犯罪被害者やその家族・
遺族の方が被害から回復し、社会の中
で再び平穏な生活ができるようになっ
ていただくために相談窓口を設置して
います。犯罪被害を受けた方から相談
をお受けし、その方の状況に応じた大阪
市の各種支援施策のご案内や関係機関
のご紹介などを行います。

9：00～17：30
　　　（土日・祝日・年末年始を除く）

市役所4階　市民局人権企画課
市民局人権企画課
6208-7619　 6202-7073

犯罪被害者等支援のための
総合相談窓口

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

淀川区 区民ギャラリー 検索

淀川区生涯学習推進計画 検索 開催日

　毎年11月～3月にノロウイル
ス感染症が多く発生しています。
予防方法として、
カキなどの二枚貝を加熱する場合は、食
品の中心まで加熱してから食べましょう。
食品を取り扱う前や用便後は十分に
手を洗い、消毒しましょう。

保健福祉課（健康づくり）           
２階22番　 ６３０８-９９７３

ノロウイルスにご用心

無料

　生涯学習を通じて「まなびあい　ふれ
あい　つながっていく　淀川区」をめざ
して、区の特性などを盛り込んだ新たな
区オリジナルの生涯学習計画を策定し
ます。ぜひ皆さまのご意見をお寄せくだ
さい。計画案は区ホームページや担当
窓口にてご覧いただけます。

11月１日（木）～30日（金）

淀川区生涯学習推進計画（案）に
ついてご意見をお寄せください

１１月１日（木）～１４日（水）
区役所1階　正面入口付近
区役所では、申込みの受付は行
っておりません。
詳しくは、下記までお問合せくだ
さい。
大阪市住まい公社
６８８２‐７０２４

市営住宅「申込みのしおり」配布
配布期間
配布場所

無料・秘密厳守

→

→

受付期間

次のいずれかの方法で問合せ先
まで①持参②送付③ファックス
④電子メール
市民協働課（教育支援）　４階４１番

　　　 6308-9415　 6885-0535
tl0002@city.osaka.lg.jp

　　　淀川区十三東2-3-3

提出方法
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　　　　　　　　　　　　11月の日曜開庁　11月25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



予約不要

3、4、5月出産予定の妊婦さんとパートナーの方
11月12日、26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。

１１月１５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・予防接種手帳持 物

１１月１４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。

区役所2階

対 象

結核健診

乳がん検診（マンモグラフィ）・骨粗しょう症検診
１１月2４日（土）９：３０～１０：３０受付
胃がん・大腸がん・肺がん検診
1２月７日（金）９：３０～１０：３０受付

　案内文書は対象者の方に１０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

3か月児健診
1歳6か月児健診
3歳児健診

平成３０年７月１日～31日生まれの方
平成2９年４月1日～30日生まれの方
平成2７年８月1日～31日生まれの方

　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、区役所ホームページをご確認ください！

市民協働課(教育支援)4階41番　
6308-9417

12月4日（火）13:00～16:00（受付12:30～15:30）
区役所5階 特設会場
淀川区役所、ハローワーク淀川
障がい者採用予定企業10社（予定）
事前にご連絡ください（当日参加可）
ハローワーク淀川　専門援助第一部門　
6302-4771（部門コード43#）　 6886-3868

１１月１４日（水）１０：００～１１：００受付
１２月６日（木）１４：３０～１５：３０受付 

１１月2４日（土）９：３０～１１：００受付
         １２月７日（金）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

障がい者の就職のための
準備セミナー

参加費無料

同時
開催

障がい者合同就職面接会

「学校園支援ボランティア(学ボラ)」大募集！

参加費無料

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 物

１１月１０日（土）１１：００～１５：００（雨天中止）
野中南公園　南側広場
家庭で不要になった物などごみ減量を目的としたガ
レージセール（92ブース予定）・リサイクル工作教室・
ごみに関する相談会など
東北環境事業センター　 ６３２３-３５１１　 6370-3951

第６回 淀川区ガレージセール　

参加企業

12月4日（火）12:00～13:15
区役所6階 特設会場
淀川区役所、淀川区地域自立支援協議会（就労支援部会）
求職者向けセミナー・パネル展示など
保健福祉課（保健福祉）3階32番　
6308-9857　 6885-0537

         

11月24日（土）
         14：00キックオフ　VS柏レイソル

ヤンマースタジアム長居　 区内在住・在勤・在学の方
ホームサポーター自由席　大人1,500円、小中学生500円
11月22日（木） 23:59まで　　
販売は前売りのみ。 ＱＲチケットとなります。

11月の区民優待デーのお知らせです。

発売期間
座席･価格

購入方法

対象日時

詳細は にて▶

受付日時

受付日時

申込不要

入場無料
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10月1日から大阪府最低賃金が936円になりました
大阪府最低賃金は府内の事業場で働くパートやアルバイトなどを含め、すべての労働者に適用され、府内の使用者は時間額９３６円以上の賃金を
支払う必要があります。　 大阪労働局賃金課　 6949-6502／淀川労働基準監督署　 7668-0268

募集



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

　無添加の味噌を作ってみ
ませんか？

１２月5日～１２月２１日（水・木・金）
計９回  １３：３０～１５：３０
※2月にも同講習会を開催予定。
講習会１回につき約５キロの持ち帰り
各回１２名（申込多数抽選）
３，８００円
往復ハガキにて受付（11月30日消印有効）
①希望の講習日を第3希望まで
②住所③氏名④電話番号⑤返信
表面にご自分の住所氏名を記入
※グループ申込も可能（⑥参加人
数を記入、①～⑤は同じ）にて。

みそづくり講習会

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

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

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

→ →

子育てプラザの「おはなし会」
　図書ボランティアグループ「絵本の会
淀川」さんによる、絵本のよみ聞かせや
パネルシアターです。少し早いクリスマ
ス気分はいかがですか。

①12月6日（木）②7日（金）
いずれも10：30～11：00
子ども・子育てプラザ1F集会室
①0・1歳児とその保護者

　　　②2歳児以上とその保護者
①②各12組（申込多数抽選）
11月8日（木）～11月21日（水）
17：00までに電話または来館にて。

アサヒビール吹田工場見学に行こう！

9:20 JR吹田駅東改札（北口）
　　　集合（見学10：00～）

終了後、現地解散　
区内在住60歳以上の方
30名（先着順）
30円（保険代）※交通費各自負担
11月5日（月）10：00～11月30日（金）
までに、利用証持参で本人の来館にて。

12月12日（水）

参加費無料
がん患者サロン
「サロン・ド・Juso」

→ →

11月20日（火）１４：００～１５：００
「その物忘れは大丈夫？」

―認知症の気付きのポイントと予防―

認知症看護認定看護師　　　
江口 啓子
３０名（当日先着順）

え ぐち けい こ

　フェルト手芸で来年の
干支「亥」のマスコットを
作ります。

１２月１9日（水）１０：００～１５：００
縫い針、はさみ
５００円（材料費）
１１月６日（火）１０：００より電話ま
たは来館にて。

フェルト干支づくり体験教室

　使用済の油を使って、灯すと香る「ア
ロマキャンドル」を作りましょう。

12月22日（土）14：00～15：30
橋本優（リサイクル万華鏡協会）
東北環境事業センター
小さめの広口の空き瓶2～3個
どなたでも（小学生低学年以下
は保護者同伴）
20名（先着順）
11月29日（木）
11：00から電話または来館にて。

　がん患者さんと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します。当
日自由にお越しください。

11月28日（水）14：00～1６：０0
摂食・嚥下障害看護認定看護師
による「お口のお手入れ」につい
ての講演と談話会

廃油で作ろうアロマキャンドル
̶冬休みリサイクル工作教室̶

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

区民センター 集 合

解 散

とも

まさる

えん   げ

はしもと

こどもスポーツ教室受講生募集！
　心身の発育発達の著しい大切な時期
に様々な運動経験を通じて、運動神経
を養いましょう！！
●プチキッズ（リトミック・全10回・1～3月）

火曜日 9：50～10：50
1歳半～3歳児とその保護者の方
20名　 6,170円（10回分）

●スポーツキッズＡ（全10回・1～3月）
木曜日14:00～15:00
2～3歳児とその保護者の方
50名　
5,650円（10回分）

●スポーツキッズＢ（全10回・1～3月）
木曜日15:15～16:30
4歳以上の未就学児

　　　（但し、3歳の就園児は可能）
50名　
6,170円（10回分）
11月30日（金）19：00までに直接
来館にて（申込多数抽選）　　　
※月曜休館

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

受講料

受講料

受講料

善意銀行だより
　8月１日から8月31日の間、善意銀行
に9,400円の預託がありました。ご協力
ありがとうございました。
新大阪歯科技工士専門学校、横山新
聞舗（敬称略）

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

淀川図書館

〒532-0005　三国本町2-14-3
6394-2900

淀川区社会福祉協議会

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

老人福祉センター

　パソコンで年賀状を作ります。
12月4日（火）・5日（水）
10:00～12:30
13:30～16:00
（各2回ずつ）
区民センター 3F第2会議室
区内在住60歳以上、文字入力が
でき、ノートパソコン（Windows7
以降の機種ワード2010以降）を
持ち込める方
各15名（先着順）
1,000円（テキスト代・講習費）
11月5日（月）10：00～
利用証持参で本人の来館のみ受付。

シニアのためのパソコン教室

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

子ども・子育てプラザ

演 題
日 程

7区広報誌「よどマガ！」は毎月123,000部を発行し、11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10月1日現在の推計　区の人口：180,998人（前月比+105人）　男：89,861人　女：91,137人　区の世帯数：99,874世帯　区の行政面積：12.64k㎡区の統計

広報誌の発行単価

11月号 No.055

施設だより
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