
　区内在住の中学生を対象とした課外授業です。民間の塾事業者のノウハウを
活用した少人数・個別指導で、習熟度に合わせた学習を進めることができます。
　受講料は月１０，０００円（税込）ですが、大阪市塾代助成カードを利用
できる方は実質０円となります。今回の無料体験会の機会をぜひご利
用ください！　　　　　　　　ヨドジュクの詳細についてはコチラ→

　保護者の方は体験会を見学していただけます。また、
１コマ目と２コマ目の間（１５：１０～１５：4０）に大阪市塾代助
成カードの申込みについてご案内する時間を
用意しています。こちらも是非ご出席ください。
　塾代助成カードの詳細についてはコチラ→

無 料
体験会

小学6年生～中学2年生
英語・数学 他
淀川区役所 5階

12月26日（水）・27日（木） 
【1コマ目】14:00～15:10【小学6年生】各日40名まで
【2コマ目】15:40～16:50【中学1・2年】各日40名まで

科 目

市民協働課（教育支援）4階41番　 6308-9414

日程・定員

株式会社トライグループ　12月10日（月）受付開始 　先着順
0120-555-202（受付時間9:00～23：00 土日もOK）

お申し込みの際にはオペレーターに「ヨドジュク体験会」についてとお申し出ください。
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淀川区 　　　　記念のつどい成人の日

平成31年1月14日（月・祝）
）00：21 場開（）定予（00：51～00：31

ホテルメルパルク大阪・メルパルクホール（宮原４-２-１）
　　　ＪＲ・地下鉄御堂筋線「新大阪駅」から徒歩約５分
●第1部の記念式典では手話通訳を行います
●車イスでお越しの方はご案内しますのでお申出ください
●お車でのご来場はご遠慮ください
●ホール内は飲食禁止・禁煙です

平成10（１９９8）年４月２日から平成11（１９９9）年４月１日までにお生まれの方
※原則、入場は新成人の方のみとさせていただきます。
淀川区役所　
淀川区成人の日記念のつどい実行委員会
大阪市総合コールセンター「なにわコール」　 4301-7285　 6373-3302
市民協働課（まちづくり）４階41番　 ６３０８-９７３４　 ６８８５-０５３５

新成人の皆さまおめでとうございます。淀川区では、新しく大人の仲間入りをされる約1,500人の
。すまし催開を」いどつの念記日の人成区川淀「、し祝を来未るけ輝のまさ皆の人成新

第１部の記念式典の他に、第２部のアトラクション等もあります。どうぞお気軽にご参加ください。

ヨドジュクとは 保護者の方も見学できます！

昨年の様子

12月号 No.056

トピックス

大阪市総合コールセンター 市政・区政へのご意見はお気軽に
市の制度や手続き、イベント情報、夜間・休日緊急のご案内などは、大阪市総合コールセンター「なにわコール」まで。
4301-7285　 6373-3302（8:00～21:00 年中無休）　 http://www.osaka-city-callcenter.jp/

政策企画課
6308-9683　 6885-0534



　当センターでは介護予防や認知症について講演会
等を毎年開催するほか、多様な催しをご用意していま
す。9月に開催したおむつの選び方や使い方の講演
会では、さまざまなおむつを活用した「おむつのファッ
ションショー」を実施し好評でした。介護、福祉、生活の
ことなど相談内容に応じて支援いたしますので担当
地区にお住まいの方はお気軽にご相談ください。

　巧妙に家族を騙って現金を受け取る
「オレオレ詐欺」、銀行員、警察官などを
騙ってキャッシュカードをだまし取る「キ
ャッシュカード交付型特殊詐欺」、区役所
職員を騙って口座に現金を振りませる
「還付金詐欺」の発生が淀川区内で続い
ています。不審な電話が架かってきたと
きは、家族や警察にご相談ください。
『だまされへん　そんなあなたが　狙われる』
『キャッシュカード　求める電話　すべて詐欺！』

市民協働課（防犯）
4階41番　 6308-9734

●市税の納期限
　固定資産税・都市計画税（第3期分）
の納期限は、12月25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。
　市税の納付には安全・確実・便利な口

　ねずみの防除には器具（捕そかご、粘
着シート等）や駆除薬（市販薬）を用いる
方法があります。駆除後は他のねずみの
侵入を防ぐために侵入口（壁穴等）を塞
いでください。区役所
では捕そかごの貸出
を行っています。

保健福祉課（健康づくり）
２階22番　 6308-９９７３

特殊詐欺にご注意ください！

12月から2月までは
「ねずみ防除強調月間」です

市税事務所からのお知らせ

「《世界人権宣言７０周年》
みんなで築こう　人権の世紀
～考えよう　相手の気持ち　未来へ
つなげよう　違いを認め合う心～」
　この機会に、私たち一人ひとりが人権
の尊さ、命の大切さについて考え、すべ
ての人の「人権が尊重されるまち」をみ
んなで築いていきましょう。
　特に近年はインターネット上の人権
侵害が増えています。インターネットは
使い方を間違えると、自分がトラブルに
巻き込まれるだけでなく、誰かの人権や
名誉を傷つける危険性もありますので
注意して利用しましょう。
●人権啓発・相談センターの人権相談
のご案内…14面
市民協働課（教育支援）

　　　４階41番　 6308-9417
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１２月４日～１０日は人権週間です

　あわただしい師走には、歳末特有の現
金を狙った犯罪が多発します。また、交通
量も増え、交通事故も増加します。
　大阪府警では、年末における各種事件・
事故の防止および検挙を図るため、毎年
12月を歳末警戒期間として、重点的に取
り組んでいます。
　年末は何かと忙し
くなりますが、一息入
れて余裕をもって、安
全運転と防犯を心掛けてください。

市民協働課（防犯）
４階41番　 6308-9734

歳末特別警戒スタート！

→

→

地域包括支援
センター紹介 淀川区南部地域包括支援センターです！！淀川区南部地域包括支援センターです！！第3回

十三元今里１-１-５２（キリスト教ミード社会舘内）
神津・十三・新北野・田川・塚本・野中
月～土9:00～19:00（土は17:00まで）　 6309-1400

住 所
担当地区
開館時間

座振替・自動払込（Webでの申込みも
できます）をぜひご利用ください。
　また、クレジットカード納付、リアルタイ
ム口座引落しサービス（PayB（ペイビー））
もご利用いただけます。
●償却資産申告書の送付について
　土地と家屋以外の事業用の有形固定
資産をお持ちの方に償却資産申告書ま
たは償却資産の申告をお知らせするハ
ガキを送付します。12月中に申告書等
が届かない場合は下記までお問合せく
ださい。

梅田市税事務所
固定資産税グループ
4797-2957（土地）2958（家屋）

船場法人市税事務所
固定資産税（償却資産）グループ
4705-2941

収納管理グループ
4705-2931

●納税管理人に関するご案内
　海外を含む、市外への転出で納税義
務者が市内に住所、事務所などを有し
ない場合、納税に関する一切の事項を
処理してもらうために、市内に住所等を
有する者のうちから納税管理人を定め
て申告してください。

梅田市税事務所　管理担当
4797-2948

年末年始
主な施設の休館のお知らせ

●淀川区役所
12/29（土）～1/3（木）

●淀川区民センター
12/29（土）～1/3（木）

●淀川区老人福祉センター
12/29（土）～1/3（木）

●淀川区社会福祉協議会
12/29（土）～1/3（木）

●淀川図書館
12/29（土）～1/4（金）
※12/28（金）19:00～1/4（金）9:00ま
では返却用ポストも利用できません。

●子ども・子育てプラザ
12/29（土）～1/3（木）

●十三市民病院
12/29（土）～1/3（木）

●淀川スポーツセンター
12/28（金）～1/4（金）

●淀川屋内プール
12/27（木）～1/3（木）

かた

12月号 No.056

　　　　　　　　　　　　12月の日曜開庁　12月23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

日曜開庁のお知らせ



予約不要

5、6月出産予定の妊婦さんとパートナーの方
12月10日、17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。

１2月20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

１2月１9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
１2月17日（月）９：３０～１０：３０受付
胃がん・大腸がん・肺がん検診
1２月22日（土）９：３０～１０：３０受付

　案内文書は対象者の方に11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8月１日～31日生まれの方
平成2９年5月1日～31日生まれの方
平成2７年9月1日～30日生まれの方

世界エイズデーは、世界レベルでのエイズのまん延防止と患者・
感染者に対する差別・偏見の解消を目的に定められた記念日です。
　現在では早期発見・治療をすれば、長期間エイズの発症を
抑えたり、遅らせることができます。まずは検査を受けてみま
せんか？

毎週月曜日14：00～15：30
毎週火曜日  9：30～11：00

1週間後にご来庁いただき結果をお返しします。
※郵送・電話での結果通知は行いません。
※お越しになれない場合は前日までにご連絡ください。

HIV・梅毒（血液検査）、クラミジア（尿検査）
保健福祉センター（区役所2階）
保健福祉課（健康づくり）2階22番　
6308-9882

検査日（祝日除く）

検査結果

検査項目

実施日等の詳細についてはお問合せください。

１2月22日（土）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

12月1日は世界エイズデーです
　～ＵＰＤＡＴＥ！エイズ治療のこと
　ＨＩＶ検査のこと～

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

特定健康診査 区役所2階
実施日
持 物

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！募集中の学校園や
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

「学校園支援ボランティア（学ボラ）」大募集！　

受付日時

受付日時

予約不要
匿名 無料

HPはコチラから ▼

詳しくはこちら ▼

通常検査

淀川区役所のホームページにバナー広告を掲載
し、地域の皆さまに広くPR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！（業種・事業者により掲載
できない場合があります。）
申込締切：掲載開始月の前々月の末日必着

詳しくは淀川区役所HPの
募集バナーをクリック!!⇒

淀川区役所
ホームページバナー広告募集中！

淀川区役所トップページ
月間アクセス数  約１０，０００件！

政策企画課（広報）5階51番　 6308-9404
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募集

歩きたばこは危険です。路上喫煙はやめましょう！
路はで所場の共公のどな園公や路道、もで外以区地止禁、にもととるす定指を区地止禁煙喫上路、りよに」例条るす関に止防の煙喫上路市阪大「、はで市阪大

上喫煙をしないよう努力する義務を定めています。喫煙はマナーを守って決められた場所で。　 環境局事業管理課　 ６６３０-３２２８



　無添加の味噌を作ってみませんか？
2月7日～2月２2日（木・金）
❶１1：３０　❷１4：３０　❸１7：３０
どなたでも
各回12名（申込多数抽選）
３，８００円
往復ハガキにて受付
（12月28日（金）消印有効）
①希望の日時（第３希望まで明記）
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）

※１人に１回、約５キロの持ち帰り

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

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

米みそづくり講習会（後期）

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

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

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

→

新春和太鼓演奏会
　郷土サークル「野火」さんによる、和
太鼓の演奏会です。新春気分とともに
爽快感を味わってみませんか。

1月19日（土）13：30～14：30
子ども・子育てプラザ2F軽運動場
どなたでも

（外国にルーツのある方歓迎）
※来館者多数の場合は入場規制
あり。また、車での来館はご遠慮ください。

楽しい新年会
　一緒に楽しく新年を祝いましょう！

1月23日（水）１1：3０～１4：3０
区民センター 1階 ホール
区内在住60歳以上の方
100名（先着順）
800円（お弁当・お茶・お菓子代含む）
12月5日（水）10：00～1月5日（土）
17:00までに本人の来館のみ受付。
新年会に参加される方で舞台発
表（踊り・歌他）をしてくださる方
を7組募集します。申込みは12月
5日（水）～12月22日（土）まで。
本人の来館のみ受付（先着順）。

がん患者サロン
「サロン・ド・Juso」

→

12月18日（火）１４：００～１５：００
「免疫力を高める食事」

―インフルエンザに打ち勝つ食べ方―
管理栄養士　源氏 博子

３０名（当日先着順）

　淀川区で活動中の音楽・
創作グループやサークル
（個人含む）の皆さんの日頃
の成果を発表しませんか。

３月１０日（日）１０：００～１6：００
器楽演奏・ダンス・コーラスなど
ステージで発表できるもの（１組
１０分まで）
１５組程度（申込多数抽選）
１,０００円（１組（個人含む）につき）
１２月６日（木）～１２月２７日（木）まで
電話または来館にて。

募集演目

募集期間

募集数

淀川区民文化のつどい
「ふれあい交流ステージ」参加者募集 　就職に役立つセミナーと「すまいるす

てっぷ」の子育て相談を行います。11時
からの絵本の読み聞かせなどのあと、お
子さんと一緒にご参加いただけます。

1月16日（水）11：30～12：00
仕事と子育ての両立をお考えの方
20名（当日先着順）

　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いたしま
す。当日自由にお越しください。

12月26日（水）14：00～1６：０0
薬剤師による「抗がん剤の副作用と

特異な服薬方法の薬」について講演と談話会

図書館deハローワーク
（就職支援セミナー）

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

区民センター

大人・子どもスポーツ教室受講生募集！
　新年より心機一転！生活の中に運動を
取り入れ、心身ともに健康度アップ！！
❶太極拳Ａ・Ｂ（全10回）

 1～3月の火曜日
Ａ 10:30～12:00　Ｂ13:00～14:30

15歳以上の方　 各40名
5,650円（10回分）

❷健康体操Ｃ（全10回）
1～3月の木曜日10:35～11:50
15歳以上の方　 40名　
3,600円（10回分）

❸卓球Ａ・Ｂ（全10回）
1～3月の金曜日

Ａ 12:45～14:15　 Ｂ 14:20～15:50
15歳以上の方　 各25名
5,650円（10回分）

❹小学生の運動スキルＵＰ（全10回）
1～3月の金曜日16:30～17:30
2～5年の小学生　 15名
5,650円（10回分）

 ❶～❹いずれも窓口まで
直接来館で（先着順）
※月曜休館（月曜が祝日の場合は翌日）

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

受講料

受講料

受講料

受講料

善意銀行だより
　9月1日から9月30日の間、善意銀行
に11,000円の預託がありました。ご協
力ありがとうございました。
淀川区鍼灸マッサージ師会、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

　生前整理は遺品整理とどう違うの？
写真や着物など、処分に困る物の上手
な、残し方をお伝えします。

生前整理アドバイザー 
横山 和徳（社会福祉士）
12月11日（火）13:00～15:00
老人福祉センター多目的室
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）
12月5日（水）から10日（月）まで
本人の電話または来館にて。

思い出の品物を上手に残すコツ

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

子ども・子育てプラザ

演 題

よこ やま かず のり

の　　び

同時募集

げん じ ひろ こ

7区広報誌「よどマガ！」は毎月123,000部を発行し、12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11月1日現在の推計　区の人口：180,976人（前月比－22人）　男：89,836人　女：91,140人　区の世帯数：100,003世帯　区の行政面積：12.64k㎡区の統計

広報誌の発行単価
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施設だより
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