
子どもが交通事故に巻き込まれないための注意点や、
万一、子どもが怪我をした時の救急車の呼び方、救急車
が来るまでの応急処置の方法を学んでみませんか？

9月4日（水）
10:00～11:30
区役所5階  会議室
藤川 ナオキ さん（元消防士・防災士）
100名（当日先着順）

予約不要
参加費無料

ふじかわ

申込不要

小学生の皆さん、夏休みの終わりに、すてきな体験をしてみませんか！
淀川区には、たくさんのものづくりの工場や学校があります。
そこで働く人達や、ものづくりの勉強をしているお兄さんお姉さんたちと
一緒に、自分たちの手でいろいろ作ってみませんか？よどがわ

フェスティバル
２０１９

「ものづくり」、体験して
みよう！

（一財）大阪市コミュニティ協会淀川区支部協議会　 6304-9120／市民協働課（まちづくり）4階41番　 6308-9734

８月２４日（土）１１：００～15：30
淀川区民センター ホール及び会議室
無料（一部材料費が必要なものもあります）
金属加工、ロボット教室、科学教室など

（内容は変更となる場合もあります）
（一財）大阪市コミュニティ協会淀川区支部協議会・
淀川区役所
（一社）淀川工業会／大阪市立東淀工業高校／大
阪ハイテクノロジー専門学校／新大阪歯科技工士
専門学校・新大阪歯科衛生士専門学校／㈻三幸学
園 大阪ウエディング＆ブライダル専門学校／㈱エ
イトテック／塩野香料㈱／㈲三津屋電化工業所／
河川Gレンジャー／たがわ福祉センター海萌

「子どもの交通事故防止・応急処置講演会」「子どもの交通事故防止・応急処置講演会」

フェスティバルフェスティバル
子どもの子どもの安全・安心第2回

８月は「こども110番の家」月間です。
地域の協力家庭や店舗・事業所が「こども110番の家」
の旗などを掲げ、子どもたちがトラブ
ルに巻き込まれそうになったときに
駆け込み、子どもたちを犯罪から守り
ます。協力家庭等を募集しています。

市民協働課（防犯）4階41番　 6308-9743

10月に小規模保育事業所が
オープンします

博愛社こども園に変わります

幼稚園
+

保育園

保健福祉課（子育て支援）2階23番　 6308-9423

　博愛社保育園と博愛社学園幼稚園が一体化し、幼保連携型
の認定こども園「博愛社こども園」としてオープンします。

10月1日（火） 十三元今里3-1-72
130名（うち保育認定は100名）

①8月29日（木）、9月4日（水）、13日（金）
いずれも10:00～園庭開放、11:00～説明会

博愛社保育園　 6302-3405

開設場所
利用定員
園庭開放・見学説明会

開設予定日

世界で１つ あなただけのペンが作れます！
歯科技工士は人工歯などをつくることから、
歯科衛生士はお口の健康づくりから皆さま
の笑顔ある健康な生活を支えています。
私たちが日頃から学んでいる技術や知識を
活かしたペン作りを楽しんでくださいね！

星のひかり保育園
10月1日（火）※9月5日（木）締切りの10月途中
入所受付からお申込み可能です。
木川西4-2-2-101　 7：30～19：30
0歳児6名、1歳児6名、2歳児7名
8月26日（月）から見学開始予定。

説明会も開催予定です。問合せ等詳細はホームページにて

名 称

開設場所 開所時間
募集予定数

開設予定日

施設見学

保育認定の追加募集（若干名）については、9
月5日(木)締切りの10月途中入所受付からお申込み可
能です。幼稚園利用（教育認定）については直接施設へ。

追加募集

申込不要

新大阪歯科技工士専門学校・
新大阪歯科衛生士専門学校の方に
夢ちゃんがインタビュー！

自分の指の
形をした

指ペンが作
れるよ！自分の指の
形をした

指ペンが作
れるよ！

新大阪歯科
技工士専門学校
小長光 さん
こながみつ

4

「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
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　 8月28日（水） 区民センター
　 9月  4日（水） 加島小学校
　 9月  5日（木） 新東三国小学校
　 9月12日（木） 塚本小学校

18:30～19:30（受付18:00～）
市民協働課（防犯）
4階41番　 6308-9743

→

→

→

→

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。次のとおり「学
校案内」冊子を配付する予定ですので、
詳しくは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月下旬に自宅に郵送

※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
学校へお問合せください。

９月６日（金）10:30～、７日（土）
10:00～（両日とも同じ内容です）
区役所５階会議室
市民協働課（教育支援）
４階41番　 6308-9414

令和２年４月に入学される小学校・
中学校の学校選択制説明会の開催

外国人のこどもが日本の学校へ
入るてつづきについて（お知らせ）

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。
国民健康保険料の軽減及び減免は、世

帯全員の所得が判明している必要があり
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。
なお、申告書を送付した世帯のうち、未

提出の世帯を対象に８月より「大阪市国
民健康保険料コールセンター」から電話
で申告書の提出を呼びかけていますの
で、必ず提出をお願いします。

窓口サービス課（保険年金）
4階43番　 6308-9956

「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

令和元年11月分の児童扶養手当の支

未婚の児童扶養手当受給者に対
する臨時・特別給付金のお知らせ

次代を担う区内の小・中・高校生の皆さん
を対象に「明るくきれいな選挙」をテーマと
したポスター作品を募集します。

審査の結果、入選された方に賞状と副賞
を、応募者全員に参加賞をお贈りします。
入選作品は、選挙啓発用の資料やホーム

ページ等に掲載させていただきます。
詳しくは、各学校を通じてお知らせしま

す。たくさんのご応募お待ちしています。
総務課（選挙）

　　　5階51番　 6308-9626

選挙ポスターの作品募集！

個人市・府民税（普通徴収分）第２期分
の納期限は、９月２日（月）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 市民税等グループ
4797-2953

市税の納期限

交通安全運転者講習会を
開催します

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（木）～３０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９日（金）～９月１１日（水）

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。

各種福祉手当
現況届

８月１3日（火）～１5日（木）は区役所６階601会議室で集中受付を実施します。

「現況届」

ご注意淀川警察署による安全運転者講習会
に参加して、ご自身の交通マナーを見
直してみませんか？ 

日程・場所

時 間

給を受ける母もしくは父で、令和元年10
月31日時点で「①これまでに法律婚をし
たことがない」かつ「②事実婚をしていな
いか、事実婚中だが相手の生死不明等」の
要件を満たす方に特別給付金（17,500
円）が令和2年1月期に支給されます。該当
する方は児童扶養手当現況届提出時に併
せて申請してください。申請には戸籍謄本

（費用：自己負担）が必要になります。
保健福祉課（子育て支援）
2階23番　 6308-9423

参加費無料予約不要

　　　がいこくじん　　　　　　　　　　　に　ほん　　　がっこう　　はい

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ねん　 がつ　　　おおさか　し

りつしょうがっこう　　 おおさか し りつちゅうがっこう　　　はい

　　　　　く　やく　しょ

　　　がっこう　　 はい

　　　しょうがっ こう　　 　　　　　　ねん　 がつ　 にち　　　　　　　　　　 ねん

　　　　　　　　　　　　　がつ　　にち　　　　　　　う

　　ちゅうがっ　こう　　　　　　　   ねん　　がつ　　しょう　がっ こう　 そつぎょう

　　　　　　　　 　　　ねん　 がつ　　　 にち　　　　　　　 く　やく しょ　　　

　　　　　　にゅうがく　　　　　あん　ない　　　 おく

　　 　　　にゅうがく　　　　　あんない　　　　　　　　　　　　　　　にゅうがく

　　 　　しんせい　しょ　　　　か

　　　　　　　　 　　　ねん　 がつ　　　 にち　　　　　　　 く　やくしょ　　　

　　　　　　も　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　おく

がい　こく じん　　　　　　　　　　　　　に　ほん　　　　がっ　こう

はい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　し

外国人のこどもが日本の学校へ入るには
てつづきがいります。2020年４月に「大阪市
立小学校」・「大阪市立中学校」へ入りたいと
きは区役所でてつづきをしてください。
学校へ入ることができるこども
小学校：2013年４月２日から2014年

４月１日までに生まれたひと
中学校：2020年３月に小学校を卒業

するひと
てつづき
①2019年8月15日ごろに区役所が
「入学のご案内」を送ります。
②「入学のご案内」のみぎがわの「入学
申請書」を書いてください。

③2019年9月27日までに区役所へ
持ってきてください。ゆうびんで送
ることもできます。
市民協働課（教育支援）
４階41番　 6308-9414

し　みんきょうどう　か　　きょういく  し　えん

5
　　　　　　　　　　　　8月の日曜開庁　8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

日曜開庁のお知らせ
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予約不要
1・2月出産予定の妊婦さんとパートナーの方
8月5日、19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

※詳細はHPをご覧ください。

無料無料

「違法民泊かな？」と思ったら、保健所の違法民泊通報窓口へ
違法民泊施設の取り締まりを強化するため、通報窓口を開設しています。ご近所で観光客が頻繁に出入りしているなど、違法民泊が疑われる施設所在地等の情報を、
電話・ファックス・メールによりお寄せください。　 大阪市保健所環境衛生監視課　 ６６４７-０８３５　 ６６４７-０７３３　 ryokan2016@city.osaka.lg.jp

　案内文書は対象者の方に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

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31年4月１日～30日生まれの方
平成30年１月1日～31日生まれの方
平成28年5月1日～３1日生まれの方

※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）

健診 区役所2階 予約不要BCGワクチン接種
8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

対 象
受付日時

※
胃がん・大腸がん・肺がん検診

８月１７日（土）９：３０～１０：３０受付
８月２９日（木）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
9月12日（木）18：30～19：30受付

区役所2階各種がん検診、骨粗しょう症検診 予約要

８月１７日（土）９：３０～１1：0０受付
８月２９日（木）９：３０～１1：0０受付

区役所2階特定健診 予約不要

区役所１階 区民ギャラリー申込み受付

10月12日（土）10：30～14：30（雨天中止）
大阪城公園 太陽の広場　
区内在住で営利を目的としないアマチュアの方
家庭で不用となった品物（ただし出品できないものもあります。）
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・性別・電話
番号・出品物を明記し、下記へ送付。８月24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

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

9月25日（水）～12月17日（火）のうち2週間単位
※公用使用のためロビースペースのご利用はできません。
9月2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

出店資格

入場料・出店料

出品物
募集数

展示期間

申込受付

子育て支援ボランティア講座を開催します
ファミリー・サポート・センター事業提供会員希望者限定

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、事故防止
や心とからだの成長等、子育て支援ボランティアとして必要な
知識を学ぶ講座です。
講座内容

①9月25日 ②10月2日 ③10月9日 ④10月16日 ⑤10月
23日 ⑥10月30日（いずれも水曜日） 合計6日間（24.5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
15名（申込多数抽選）
8月1日（木）～9月18日（水）電話または直接来館にて。

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・祝日休館 ※ただし、8月は12日を除く月曜開館）

日 程

無料一時保育

淀川区　区民ギャラリー

　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。
申込締切：掲載開始月の前々月の末日必着
※業種・事業者により掲載できない場合があります。

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！

月間アクセス数  約１０，０００件！淀川区役所
トップページ

政策企画課（広報）5階51番　 6308-9404
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〒532-0025　新北野1-10-14
6305-2346　 6305-9129

淀川図書館

〒532-0004 西宮原2-1-3ソーラ新大阪21内
6350-4555

淀川スポーツセンター

〒532-0034　野中北2-12-27
6150-8000

十三市民病院

スマートフォンに興味がある方、使い
方がわからない方大歓迎！
入門編を中心に、スマートフォンの便

利さや楽しさを体験してみませんか？
①9月18日（水）10：00～12：00
②9月19日（木）13：30～15：30
①区民センター 3階 第1会議室
②老人福祉センター 多目的室
（①と②の講座内容は同じです）
区内在住６０歳以上で、センター
利用証をお持ちの方
各２４名（先着順）
8月6日（火）10：00～8月31日
（土）17：00までに本人の電話ま
たは来館にて。

※らくらくスマートフォンは貸出機での
受講となります。

らくらくスマートフォンセミナー

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

老人福祉センター

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

子ども・子育てプラザ

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

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

参加費無料

参加費無料

参加費無料

いきいき健康セミナー
８月３０日（金）１４：００～１５：００
「いろいろあります骨粗しょう症

参加費無料

参加費無料

バスで行くお出かけ企画
「空中歩道から望むびわ湖の旅」

１０月9日（水）雨天決行
７：４５ 淀川区民センター前
１７：３０（予定） 淀川区民センター前
９０名（申込多数抽選）
区内在住60歳以上でセンター
利用証をお持ちの方
4,000円（昼食代は各自負担）
8月20日（火）１０：００～9月14日
（土）１７：００までに本人の電話ま
たは来館にて。
（10月5日（土）以降のキャンセ
ルは返金しません。）

集 合
解 散

図書ボランティア（高齢者福祉施設）募集
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。原則として以下

）回5全（。いさだく講受ご回全を座講の
淀川区内の高齢者福祉施設
「博愛の園」
第3金曜日

活動場所

活動日

夏休みおたのしみ会
スペシャル！
毎月第1～第3土曜日15:00から、ボ

ランティアによるおたのしみ会をしてい
ます。8月第4土曜日には、各週のボラン
ティアグループがみんな集まって、スペ
シャルおたのしみ会をします。8月はス
タンプラリーもあるよ！プレゼントがも
らえるかも？みんな来てね！

8月24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出 演

男性の育児参加企画第3弾！
「パパもベビーマッサージ」

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せんか。

9月7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）
※一時保育はありません。
10組（申込多数抽選）
西仲 亜矢子 さん

　　　（ベビーマッサージ講師）
8月10日（土）～8月23日（金）
17:00までに電話または来館にて。

にしなか　  あ　や　こ

ふじかわ    こう  の   すけ

かじ　ゆきとし

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

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

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（全12回）

9～12月の金曜日12:45～14:15
15歳以上の方　
25名
6,780円（12回分）

●ゆったり太極拳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）

窓口まで直接来館で（先着順）
※月曜休館 
他にもＪｒ器械体操（子ども対象）・
チアダンス（小3～中学生）やコア
トレ＆リフレッシュ体操（大人対象）
等の教室も開催中です。

〒532-0005　三国本町2-14-3
6394-2900

淀川区社会福祉協議会

善意銀行だより
　5月1日から5月31日の間、善意銀行
に202,000円の預託がありました。ご
協力ありがとうございました。

つなげよう！つながろう！
認知症にやさしいまちづくり講演会

８月２９日(木)１３：３０～１５：３０
淀川区民センター

「支える側が支えられるとき
～認知症の母が教えてくれたこと～」
作家　藤川 幸之助さん
４００名（当日先着順）

横山新聞舗、染川佑子（敬称略）
匿名（１件）

①10月4日（金） ②10月11日（金）
③10月18日（金） ④11月1日（金）
⑤11月15日（金） 10：00～12:00
①②④は大阪市立中央図書館、
③⑤博愛の園
5名程度
9月24日（火）までに電話または
来館にて。
①②④は、先着6名まで一時保育

。要込申にでま）火（日42月9（。有
対象年齢：1歳6か月～就学前） 

一時保育

演 題

のくすり」―骨折を防ぐために―
薬剤師　楫 幸利 さん
３０名（当日先着順）

演 題

7区広報誌「よどマガ！」は毎月122,000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13.9円です。
令和元年7月1日現在の推計　区の人口：181,765人（前月比+224人）　男：90,243人　女：91,522人　区の世帯数：101,233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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