
淀川区選挙管理委員会　 6308-9626

　子育て支援室の保育士が、絵本・パネルシアター・手あそび・
ふれあい遊び・体操など、楽しい遊びを用意して待っています。
親子で遊びに来てくださいね♪

毎月第4火曜日 10：30～11：30
子育て健康づくり情報コーナー

）横口窓番32階2所役区（
おおむね生後6か月～3歳までの

　　　お子様と保護者

子育て講座
ゆめちゃん☆ハッピールーム

子育て支援室２階２３番　 ６３０８-９９３９

　日本国籍を有し、淀川区の住民基本台帳に記録
されている方で、平成13年４月８日までに生まれ、
平成30年12月28日までに市内に転入し、届出を
した方です。
　すでに選挙人名簿に載っている方で、３月３日ま
でに市内で住所を変わり、届出をした方は、新しい
住所地の区で投票ができます。

平成30年12月29日以降に大阪府内の他市町村か
ら転入された方、または、投票日までに大阪府内の他市
町村へ転出される方は、選挙人名簿に載っている前住
所地で、一部の選挙のみ投票できることがあります。詳
しくはお問合せください。

期日前投票・不在者投票
投票日に仕事やレジャーなどの予定がある方は、
期日前投票ができます。

　また、出張や入院等により、投票できない方は不在者投票がで
きます。詳しくはホームページをご確認いただくか選挙管理委員
会までお問合せください。
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【2019年の日程】

【2020年の日程】

ホームページで
毎回様子を紹介中!

※この他に、講師を招いてのゆめちゃんハッピールーム特別編の
　開催も予定しています。詳細は決まり次第、お知らせします。

淀川区選挙管理委員会　 ６３０８-９626

告示日の翌日

～4月6日（土）
告示日の翌日～3月31日（日）
8：30～20:00
4月1日（月）～4月6日（土）
8:30～21:00に時間延長!!
淀川区役所

淀川区マスコットキャラクター　
夢ちゃん

投票できる方

安心して
投票所へ

窓口サービス課（住民情報）1階16番 ６３０８-９９61

ホームページでも
ダウンロード
可能です！ ▶

　障がいのある方も不自由なく投票
できるように、各投票所に車いす
用の投票記載台や段差解消のた
めのスロープ等を設置しています。

淀川区オリジナルデザイン

婚姻届 配布開始！
淀川区オリジナルデザイン

婚姻届 配布開始！

　世帯ごとに「投票案内状」をまとめて送付しますので、投票の際にはご自身の案内状をお持ちください。
案内状が無くても、淀川区の選挙人名簿に載っていれば投票できます。

　10月に募集しましたオリジナル婚姻届デザインについて、
たくさんのご応募ありがとうございました！応募作品の中か
ら２点を選出し、淀川区オリジナルの婚姻届を作成しました。
　結婚されるお二人の門出を
祝福する思いがつまった婚姻
届をどうぞご利用ください。
　他の市区町村役場へも提出
できます。

3月1日（金）
　ご希望の方は、1階フロ
アマネージャーもしくは、
16番窓口まで。

配布開始日
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トピックス

「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

４月7日（日）は統一地方選挙の投票日です
当日、投票に行けない方は期日前投票・不在者投票をしましょう



障がい者手帳等をお持ちの方へ

狂犬病予防法で、登録は生涯に１回、予
防注射は毎年１回受ける必要があります。

13:30～16:00
（雨天決行。荒天の場合は中止もあり。）

愛犬の登録と
狂犬病予防集合注射

　国民健康保険について、就職などで
脱退される時や、退職などで加入され
る時は、事実の発生した時から14日以
内に届出が必要です。
　加入の届出が遅れた場合は、加入し
なければならない事実が発生した時
まで（最長２年間）さかのぼって保険料
を納めていただくことになります。た
だし保険給付については、やむを得な
い理由がない
限り、届出日
からとなりま
すのでご注意
ください。

窓口サービス課（保険年金）　 
4階43番　 6308-9956

国民健康保険の届出を
お忘れなく！！

　区内に土地または家屋をお持ちの方
は、梅田市税事務所で、土地または家屋
の平成31年度の価格等を記載した縦
覧帳簿を縦覧できます（所有資産の所
在する区の縦覧帳簿に限る）。縦覧の際
は、本人確認ができるもの（運転免許証
など）または納税通知書を持参してくだ
さい（代理人の場合は委任状が必要）。
　なお、区役所では縦覧することができ
ませんのでご留意ください。

４月１日～５月７日（土・日・祝日を除く）
9：00～17：30（金曜日19：00）まで。

梅田市税事務所　
4797-2957（土地グループ）、

2958（家屋グループ）

固定資産税（土地・家屋）に
関する縦覧を行います

　個人市・府民税の申
告書は、申告期限で
ある３月15日（金）ま
でに、梅田市税事務所
へ郵便等による送付
または窓口への持参
によりご提出ください。なお、淀川区役
所にも臨時申告会場を開設し、申告の
受付を行っています。
　前年中に所得がなかった方や個人
市・府民税が非課税となる方でも、国民
健康保険・福祉・公営住宅・教育関係の
制度などにおいて所得の申告が必要な
場合や、課税（所得）証明書が必要な場
合などは、個人市・府民税の申告が必要
となりますので、期限内に申告をしてく
ださい。

梅田市税事務所（個人市民税担当）
4797-2953

個人市･府民税の申告は
３月15日（金）までに

→

→

日程・場所

　現在、交通の乗車料金福祉割引証等
またはタクシー給付券をお持ちの方に、
新年度分を３月末までに送付します。

❶身体障がい者手帳、療育手帳、または
認定カードをお持ちの方、特別児童扶
養手当１級受給世帯の方
❷戦傷病者・被爆者健康手帳、精神障が
い者保健福祉手帳をお持ちの方

❶保健福祉課（保健福祉）３階３2番
６３０８-９８５7 6885-0537

❷保健福祉課（健康づくり）2階22番      
６３０８-９８82 6303-6745

対象者

4月3日（水）
4月4日（木）
4月5日（金）
4月9日（火）
4月10日（水）
4月11日（木）

木川公園
三津屋公園（三津屋会館横）
三国西公園
塚本公園
新高公園
淀川区役所（西側）

　引越し等の手続きのために多くの
方が区役所を利用される年度末の
日曜日に区役所を開庁します。

３月31日（日）９：00～17：30
※３月24日（日）は、定例の第４日曜
　日開庁を実施します。
●主な取扱業務
　１．住民情報関係業務
　２．保険年金関係業務

）る限にのもう伴に動異民住（
※関係機関への確認が必要なものなど、
お取扱いのできない場合があります。

窓口サービス課
1階13、14番　 ６３０８-９963
4階43、44番　 ６３０８-９956

年度末の臨時日曜開庁のお知らせ

継続１頭　３,２５０円
（注射料金２,７００円、注射済票交付料５５０円）
新規登録（生涯１回）の場合、登録及び鑑
札交付手数料３，０００円が別途必要です。
※大阪市の委託動物病院でも新規登
録及び鑑札交付、注
射済票交付を受ける
ことができます。詳
細は各動物病院へ
お問合せください。

保健福祉課（健康づくり）
2階22番　 6308-９９７３
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お知らせ

大阪市防災アプリをご存知ですか？
「大阪市防災アプリ」があれば、浸水想定図、避難場所、避難ビルなどの情報をはじめ、災害状況や避難時の注意点、避難するかどうかの判断に役立つ
情報などが入手できます。家族との安否確認なども素早くできますのでぜひご活用ください。 市民協働課（防災）4階41番　 6308-9743

簡単なあいさつや自己紹介など手話の基礎を学べます。

保健福祉課（保健福祉）3階32番　 6308-9857　 6885-0537

5月16日（木）～2020年2月27日（木）毎週木曜日19:00～20：30
淀川区民センター
5月9日（木）北区民センター
市内在住・在勤・在学で高校生以上の初心者の方
40名（申込多数抽選）
テキスト代（DVD付）3,240円　締切：4月19日（金）必着
淀川区聴言障害者協会
往復ハガキに「手話講座申込」と明記し、

住所・氏名（ふりがな）・年齢・電話番号・勤務先または学校名（区外居住者のみ）を記入の
うえ、〒532-8501 十三東2-3-3 淀川区役所保健福祉課「手話養成講座」係まで

合同開講式

主 管

手話奉仕員養成講座入門コース 受講生募集



予約不要
8月出産予定の妊婦さんとパートナーの方
3月11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。
→

→

　案内文書は対象者の方に2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

健診
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

3か月児健診
1歳6か月児健診
3歳児健診

平成３０年11月１日～30日生まれの方
平成2９年8月1日～31日生まれの方
平成2７年12月1日～31日生まれの方

毎年好評の「花づくり養成講座」を4月より開講します。今回
は実習も盛りだくさんの予定です。お子さま連れで受講の方
も大歓迎！お花に興味のある方、花づくりの基礎から学んでみ
ませんか？

4月22日、5月13日、6月10日、7月22日（月）１4：00～
区役所会議室
区内在住または在勤の方

※お子さま連れ歓迎。キッズスペース有り。（託児はありません）
50名（申込多数抽選）
3月5日（火）～3月29日（金）までにＦＡＸ、メールまたは
電話にてお申込みください。

」望希加参座講成養りくづ花13Ｈ「】項事載記【 ・参加者
氏名・住所・電話番号・メールアドレス
市民協働課（まちづくり）4階41番　 6308-9734
6885-0535　 tl0002@city.osaka.lg.jp

あて先・問合せ

花づくり養成講座参加者大募集！

※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）

各種がん検診、特定健診
詳細はお問い合わせください。

実施日等詳細はお問合せください。
区役所2階風しん抗体検査 予約要 ※

実施日

　こどもへの接し方や子育てで悩んでいる発達障がいのある
お子さんの保護者の方を対象にペアレント・トレーニングを実
施します。講座をとおして、こどもを見つめなおすためのコツを
一緒に学びましょう。

5月17・31日、6月14・28日、7月12日、9月13日（金）
１0：00～１2：00　
区役所２階　保健指導室
区内在住で、❶～❸の全ての項目に該当する方

❶発達障がいの診断を受けている、もしくは疑いのある幼児期
のお子さんの保護者

ペアレント・トレーニング講座に参加してみませんか？

3月25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。

区役所2階結核健診 予約不要
受付日時

❷お子さまの年齢が3歳～小学校就学前
❸全日程の参加が可能な方

先着約10名　 なし　
3月5日（火）9:00～3月15日（金）までに電話または窓
口にて。
保健福祉課（健康相談）２階２1番　 ６３０８-９９68

託 児

区役所2階 予約不要BCGワクチン接種
3月22日（金） 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

対 象
受付日時

持 物

ヨドジュクの
詳細はこちら▶
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募集

特定健診の受診はお早めに！大阪市国保では、40歳以上の方（年度中に40歳になる方を含む）を対象に無料の特定健診を実施しています。
対象の方へお送りしている受診券の有効期限は3月末までとなっていますので、それまでに受診をお願いします。

窓口サービス課（保険年金）4階43番　 6308-9956

入学後の課外学習は

で!

新中学生の
皆さんへ!
3/11（月）
受付開始

　4月からの受講生募集を開始します。
　個別指導と家庭学習のサポートで、中学校の授業に備
えましょう！初めての定期テストへの対策も行いますので
安心してご利用ください。塾代助成カードも使えます！

十三中学校・美津島中学校・
　　　東三国中学校（選べます）

0120-555-202
株式会社トライグループ（実施事業者）
市民協働課（教育支援）4階41番　 ６３０８-９414



　12月１日から12月31日の間、善意銀
行に1,001,840円の預託がありました。
ご協力ありがとうございました。

　「港町神戸ベイクルーズ　須磨離宮
公園のバラ園」

5月22日（水）
雨天決行
8：15淀川区民センター前
１７：３０頃（予定）
区内在住６０歳以上の方でセン
ター利用証をお持ちの方
80名
4,500円（バス代・乗船代・入園
料・保険代・郵送代）
3月5日（火）10:00～3月25日（月）
17:00までに本人の電話または
来館にて。3月26日（火）抽選後、
郵送にて連絡。
※昼食は各自、持参。

参加費無料

参加費無料

バスで行くお出かけ企画

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

老人福祉センター

集 合
解 散

日 程

善意銀行だより

〒532-0005　三国本町2-14-3
6394-2900

淀川区社会福祉協議会

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

淀川図書館

　視覚に障がいをお持ちの方に、音声版
『よどマガ！』をお届けしている音訳グルー

す。朗読や歌などの楽しいひとときを、大
人も子どももご一緒にお楽しみください。

3月24日（日）14：00～15：00
30名（当日先着順）
淀川区音訳ボランティア

　　　グループ

こもれびタイム　
―絵本と朗読を楽しむひととき―

春休みリサイクル工作教室
～ペットボトルやストローで
おもちゃを作ろう！～　

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

参加費無料つどいの広場の日
　子育て中の親子が遊んだり交流でき
たりする「つどいの広場」を、通常より時
間延長して開催します。

3月25日（月）9：30～16：00
市内在住の乳幼児とその保護者
当日直接ご来館ください。

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

子ども・子育てプラザ

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

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

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

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

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

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

市民公開講座
３月１６日（土）１０：３０～１２：００
「少しでも楽な日常生活を！」
「手のシビレについて」

         ～見分け方教えます！～
整形外科部長　田中 亨
「ひざ関節のつらい痛みと最新
治療法」 ～くすりと関節注射だ
けで大丈夫ですか～
リハビリテーション部長兼整形
外科副部長　坂和 明

※講演会終了後、相談コーナーあり。
※当日自由にお越しください。

テーマ
演題１

演題2

３月１２日（火） １４：００～１５：００
「高齢者の皮膚のお手入れ」

         ―やさしい洗い方と保湿―
皮膚・排泄ケア認定看護師

         奥田 典代
３０名（当日先着順）

演 題

がん患者サロン「サロン・ド・Juso」参加費無料
　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
です。当日自由にお越しください。

３月２７日（水） １４：００～１６：００

おく

わさか あきら

た なか とおる

だ みち よ

　いらなくなったペットボトルで空気砲
を、ストローでグライダーを作ります。

3月26日（火）14：00～15：30
橋本 優さん（リサイクル万華鏡協会）
東北環境事業センター
500mlペットボトル1本
どなたでも（小学生低学年以下
は保護者同伴）
20名（申込先着順）
3月6日（水）11：00より電話また
は来館にて。

はしもと まさる

春から楽しむ♪
各種スポーツ教室受講生募集！！
【４～７月開催】
❶小学生の運動スキルＵＰ（全10回）
★6年生まで対象拡大！

金曜日16:30～17:30
新2～6年の小学生 
15名　 5,650円〔10回分〕

❷ゆったり太極拳Ａ・Ｂ（全12回）
火曜日Ⓐ10:30～12:00

　　　　      Ⓑ13:00～14:30
15歳以上の方　 各40名
6,780円〔12回分〕

❸卓球Ａ（全12回）
金曜日12:45～14:15
15歳以上の方　 25名
6,780円〔12回分〕 

【４～6月開催】
❹わくわくリズム体操・木曜コース（全10回）

木曜日10:35～11:50
15歳以上の方　 40名
3,600円〔10回分〕

【5～7月開催】
❺プチキッズＡ・Ｂ（リトミック・全10回）
★好評につき増設！

火曜日Ⓐ  9:30～10:30
　　　　　　Ⓑ10:40～11:40

1歳半～3歳児とその保護者の方
各20名　 6,170円〔10回分〕

❻スポーツキッズ・親子コース（全10回）
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〕

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

受講料

受講料

出 演

持 物
社会医療法人協和会職員一同、吉村雅子、
イーグルボウル、京セラ㈱、京セラ㈱大阪
営業所一同、京セラ労働組合大阪分会、大
阪府明るい社会づくり運動推進北摂協議
会（中）、淀川明るい社会づくり運動、横山新
聞舗、京セラコミュニケーションシステム㈱
大阪事業所、ＫＣＣＳモバイルエンジニアリ
ング㈱大阪営業所（敬称略）匿名１件

❶～❹は、窓口まで直接来館で
（先着順）、❺～❻は、3月31日（日）
19:00までに直接来館で予約申込
（申込多数抽選）※月曜休館

→

→

7区広報誌「よどマガ！」は毎月123,000部を発行し、3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31年2月1日現在の推計　区の人口：180,945人（前月比－59人）　男：89,835人　女：91,110人　区の世帯数：100,098世帯　区の行政面積：12.64k㎡区の統計
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施設だより
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