
保健福祉課（子育て支援）2階23番　 6308-9423

10月1日（火）
                     ～10月15日（火）
※１０月１３日（日）も受付を行います。

区役所１階 区民ロビー
※受付の際に面接を実施しますので、対象と
なるお子様と一緒にお越しください。

９月６日（金）～
区役所、区内各保育所（園）

※入所案内、申込書はホームページからダウ
ンロードしていただくことも可能です。
申込み状況は１０月末頃にホームページで
公表する予定です。

各保育施設の保育内容が異な
りますので、事前に保育施設等
の見学の後、内容をご確認い
ただいたうえでお申込みくだ
さい。見学日時は各保育施設
等に直接お問合せください。 

保護者が就労や疾病等により
児童の保育ができない場合。
障がい児などで集団保育が必
要と認められる場合。

受付期間

申込書配布開始

対象保育所一覧

配布場所

施設見学

　令和２年４月から保育所（園）の利用を
希望される方の申込書配布、受付を
行います。

受付場所

入所基準

月 日 曜日 開始時間 終了時間第１希望施設名

保育所（園）
一斉入所のご案内

令和２年度

対象保育所
一覧はこちら

▶▶▶

▶▶▶

令和２年４月開設予定の新設保育所 園 をご紹介します。

加島第１保育所
木川第１保育所
三国保育所
木川第２保育所
西加島保育所
愛光保育園
あい保育園 西三国
明の守保育園
明の守みくに園
かぐはし保育園（分園含む）
クオリスキッズ三国本町保育園
十三保育園
地域型保育事業（小規模保育・家庭的保育）1回目
新東三国保育園（分園含む）
塚本くすのき保育園
徳蔵寺保育園なかよし
～ 予備受付時間 ～
ひかり保育園
東三国かいせい保育園
つくしんぼ保育園
つくしんぼ西保育園
ふたばこども園
ふたば乳児園
ふたば未来園
ほっぺるランド新高
ミード保育園
みくにひじり保育園・みくにひじり幼稚園
淀川ベビー保育園（分園含む）
博愛社こども園
ひじり幼稚園・ひじり保育園
地域型保育事業（小規模保育・家庭的保育）2回目
ポラリスこども園
メリーポピンズこども園
～ 予備受付時間 ～
～ 予備受付日 ～
（仮称）うれしい保育園東三国
（仮称）まことよどがわ保育園
～ 予備受付時間 ～

～受付日時を指定します～
今年度より、混雑緩和のため、第一希望の保育施設ごとに日時を設定して受付します。

※混雑状況によっては受付・面接にお時間がかかる場合がありますのでご了承ください。
※原則、第1希望施設の該当する日、時間帯にお越しください。ご都合が悪い場合、他の指定日または
予備の受付日・受付時間でも対応しますので、必ず上記期間中にお越しください。
※上記期間後のお申込みは、2次調整での取り扱いとなりますのでご注意ください。
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明の守みくに園が
認定こども園になります！

令和2年4月から明の守みくに園（新
高3-5-13）が認定こども園になります。
詳細は運営事業者の社会福祉法人岡
町福祉会のHP等でご確認ください。

詳しくはこちら
▶▶▶

（仮称）うれしい保育園東三国

十八条3丁目　 90名　　
月～土 7:30～19:30
9月14日(土)14:00・19:00の2回開催
（1時間程度）※事前申込が必要です
西宮原2-5-6プレザンメゾン新大阪

6924-7121

所在地
開所時間
説明会

（仮称）まことよどがわ保育園

三津屋北1丁目　 75名
月～土 7：30～19：30
未定。運営事業者HPにて
ご確認ください。

6926-9999
（社会福祉法人まこと鳴滝会）

所在地
開所時間
説明会

ダウンロードはこちら
（9月6日に更新します）
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「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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　各種奨学金制度の情報提供及び就学
支援金等についての説明会・相談会で
す。当日自由にお越しください。

9月11日（水）19：00～20：00
区民センター 第1会議室
中学校３年生の生徒及び
保護者等
教育委員会事務局
学校経営管理センター
6115-7641　 6115-8170

高等学校等への進学向け
奨学金等制度説明会

　大阪市国保では、40歳以上の方（年
度内に40歳になる方を含む）を対象に、
高血圧症や糖尿病などの生活習慣病の
発症や重症化を予防するために無料で
受診できる特定健診を実施していま
す。対象の方には、緑色の封筒で「受診
券」を送付していますので、早めに受診
しましょう。
　詳しくは「受診券」に同封しています

、）付配もで口窓当担（」ドイガ診健保国「
または大阪市ホームページを
ご覧ください。

特定健診受診券に
関すること
窓口サービス課（保険）　4階43番
6308-9956

健診場所・内容に関すること
保健福祉課（健康づくり）　2階22番
6308-9882

大阪市国保加入者のみなさまへ
特定健診を受けましょう！

　要介護認定を受けている方、障がい
のある方など、地域での見守りが必要
と思われる方に対して、要援護者名簿登
載への同意確認の書類をお送りしてい
ます。同意確認ができた方の情報につ
きましては「要援護者名簿」に登載し、地
域に提供することで地域での見守り活
動につなげていきます。皆さまのご理
解・ご協力をお願いします。

地域における要援護者名簿
登載への同意確認書類を
お送りしています

※この取組みは、大阪市が淀川区社会福
祉協議会に委託して実施しています。
淀川区社会福祉協議会
見守り相談室
6394-2922　 6394-2978

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

　大阪弁護士会所属の弁護士による専
門相談を実施します。
 未成年の子どもがいる父母が対象で、
養育費の取り決めについてのご相談や、
離婚に際して弁護士に一度話を聞いて
みたいといった場合に利用できます。

10月10日（木）
14:00～16:00
1人（組）30分
10月3日（木）9:00から電話にて
受付（先着4名）
保健福祉課（子育て支援）
2階23番　 6308-9423

弁護士による「離婚・養育費」
無料相談をぜひご利用ください！

　麻しん（はしか）と風しんを確実に予
防するためには2回の予防接種が必要
です。
〈定期接種対象者〉
　無料で接種できる年齢
１期：生後12～24か月に至るまで

（2歳の誕生日前日まで）
２期：小学校就学前1年間

（年長児：4月1日～翌年3月31日まで）
1期2期の期間以外は任意接種となり
1万円程度の自己負担が必要となり
ます！！

予防接種実施
医療機関
医療機関、
予防接種手帳について
保健福祉課（健康づくり）
２階22番　 6308-9882
保健師による相談
保健福祉課（健康相談）
２階21番　 6308-9968

麻しん・風しん混合（MR）ワクチンの
予防接種を受けましょう！

犯罪被害者等支援のための
総合相談窓口

9月28日（土）13:30～15:30
淀川区民センター1階
かかりつけ医医療相談・訪問看護
相談・ケアプラン相談・骨塩定量
検査・救急蘇生法実演・歯ブラシ
指導・歯科検診、フッ素塗布（こど
も）、健口体操、歯科健康相談・体
脂肪測定・こども薬剤師たいけ
ん・お薬相談（お薬手帳持参） 他
淀川区医師会、淀川区歯科医師会、
淀川区薬剤師会
淀川区医師会　 6301-3783

第39回みんなの健康展

　10月1日以降、軽自動車税の制度が
変わります。
　軽自動車の取得者に課されている自
動車取得税（府税）は廃止となり、軽自動
車（３輪・４輪以上）の燃費性能等に応じ
て、軽自動車の取得の際に納めて頂く軽
自動車税の環境性能割が導入されま
す。納税方法は、自動車取得税と同様、
軽自動車の取得の際に販売店等を通じ
て、大阪府に納めて頂くことになります。
　また、現行の軽自動車税は、名称が軽
自動車税の種別割と変更されますが、
納税方法はこれまでの軽自動車税の取
扱いから変更はありません。

梅田市税事務所市民税等グループ
軽自動車税担当  4797-2954

軽自動車税の制度改正

→

→

参加費無料

費用無料 秘密厳守

接種場所
▶▶▶

　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等から相
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・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

そ　せい

と　 ふ

けん こう

やく ざい　し

5
　　　　　　　　　　　　9月の日曜開庁　9月２2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

9月号 No.065



予約不要
2・3月出産予定の妊婦さんとパートナーの方
9月9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

※HPはこちら

出店無料

入場無料

　案内文書は対象者の方に8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

令和元年５月１日～3１日生まれの方
平成30年２月1日～２９日生まれの方
平成28年６月1日～3０日生まれの方

※ 間年の区、でジーペムーホ市阪大（。いさだく認確ごに時約予は細詳
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
９月1９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

区役所2階 予約不要結核健診
９月１８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。
対 象受付日時

※
乳がん検診（マンモグラフィ）・骨粗しょう症検診

9月３０日（月）９：30～1０：30受付
胃がん・大腸がん・肺がん検診

１０月１８日（金）９：３０～１０：３０受付

区役所2階各種がん検診、骨粗しょう症検診 予約要

９月１５日（日）９：３０～１１：００受付
９月３０日（月）９：３０～１１：0０受付

区役所2階特定健診 予約不要

家族の方が、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
20名（先着順）

２日間コース

大阪市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）
参加希望の方は10月15日（火）までにお問合せください。
保健福祉課（健康相談）2階21番　 6308-9968

うつ病の家族教室 淀川アーバンキャンプ2019秋 参加者募集！

11月9日（土）11:00～15:00（雨天中止）
野中南公園 南側広場（野中南2-1）
ガレージセール・リサイクル工作教室・フードドライブ・
ごみに関する相談会など

出店者募集
区内在住で営利を目的としないアマチュアの方
往復ハガキに、住所・氏名（ふりがな）・生年月日・電話番
号・出品物を記入のうえお申込みください。9月27日（金）
必着、申込多数抽選。
東北環境事業センター 東淀川区上新庄1-2-20　
6323-3511

第７回 淀川区ガレージセールの
開催と出店者募集

10月19日（土）
14:30～16:30
10月26日（土）
14:30～16:30

精神科医師による講義「うつ病の理解と治療について」
家族交流会
精神科医師による講義「家族の対応について」
家族交流会

今春に続き2019年第2弾！
淀川の自然を満喫しながら学
習できる親子キャンプや当日
でも参加できる楽しい水辺の
アクティビティ等をご用意して
お待ちしています。
※一部予約制プログラム有り

10月18日（金）～11月4日（月・祝）※金土日祝開催
淀川河川公園西中島地区およびその周辺
①親子で楽しむグローイングアップキャンプ
②ゲルでのお泊まりや豪華なグランピング等のセレクト
キャンプ
③淀川の水辺や公園を活かしたアクティビティ体験
（カヌー、サップ他）
④マルシェやキャンプ用品展示・販売、夜市等
⑤小型リムジンボートで体験するナイトクルーズ
詳細情報はHP等をご確認ください。
HPの申込みフォームにて（先着順）
国土交通省淀川河川事務所・大阪商工会議所
（一財）公園財団　 6994-0006

日 程
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セアカゴケグモにご注意！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 セアカゴケグモの特徴として、体色が黒色で背中に赤い斑紋があります。もし見つけたら、絶対に素手
で触れず、殺虫剤噴射や足で踏み潰すなどして駆除しましょう。咬まれた場合は、傷口を水洗等し、医療機関で診察を受けてください。

保健福祉課（健康づくり）2階22番　 6308-9973



→ →

→→→

〒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

〒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

参加費無料

〒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
　6月1日から6月30日の間、善意銀行
に20,238円の預託がありました。ご協
力ありがとうございました。

一宮物産（株）、横山新聞舗（敬称略）

区長杯 囲碁・将棋大会
年に一度ハンディなしの大会です！
９月２６日（木）１０：００～１６：００
区内在住６０歳以上のアマチュア
の方
各１６名（先着順）
９月５日（木）１０：００～２０日（金）
17：００までに、本人の電話または
来館にて。

介護予防運動鍼灸ケア教室
（高齢者のいきがいと健康づくり推進事業）

プラザの講座
（小学生向け）
小学生を対象にした講座を開催しま

す。ヤル気のある小学生は集まって～！
「けん玉教室」
日本けん玉協会認定
指導員による、けん玉
教室です。

9月14日（土）
10：00～12：00
10名（先着順）

「ダンスをおどろう！」
最近流行の曲に合わせて、ダンスを

踊ります。
9月15日（日）10：00～11：30
20名（先着順）

電話または来館にて。

いきいき健康セミナー

参加費無料

参加費無料

がん患者サロン
「サロン・ド・Juso」

９月１７日（火）１４：００～１５：００
「目指そう！
内臓脂肪のつきにくい食生活」
－糖尿病と内臓脂肪－

演 題

もり わき     え    み    こ

大人＆シニア・チアダンス
体験受講者募集！！
密かに憧れを持っている、そんな貴
女！曲に合わせて、楽しく同世代の仲間
と踊ってみませんか？初心者大歓迎！！
①大人チアダンス体験

10月14日（月・祝）9:15～10:30
30～50代の女性
※ご夫婦での参加ＯＫ
20名（先着順）

②シニアチアダンス体験
10月14日（月・祝）10:40～11:55
60代以上の女性
※ご夫婦での参加ＯＫ
20名（先着順）

①②とも9月15日（日）13：00
より、電話または窓口にて予約受付。
※ご家族以外の代理申込不可
※月曜休館（祝日の場合、翌平日が休館）
※持ち物・服装等 詳細は予約の際、
ご確認ください。

大人のためのおはなし会
長い間語り継がれた昔話には、誰も

の心の琴線にふれる力があるようです。
さまざまなおはなしを、この機会にゆっ
たりとお楽しみください。

9月29日（日）14：00～15：00
30名（当日先着順）
グループ・いっすんぼうし

※車いすをご利用の方は、事前に
　お問合せください。

出 演

元気なうちからの介護予防が大切です。
９月２８日～１２月１４日までの
土曜日（全１0回）
※11月16・23日は
　お休みです
①１０：３０～１２：１５
②１３：３０～１５：００
履正社医療スポーツ
専門学校
区内在住60歳以上
で、センター利用証
をお持ちの方　

日 程

アタマとカラダの健活体操

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

区民センター

リズムにあわせて体操をしましょう。
１０月２日～３月までの水曜日
10：00～11：30（全15回）
6,000円（15回分）
４０名（先着順）
９月５日（木）10:00より、
本人による来館または
電話にて。

中国語教室
中国語の基本を学びましょう。基礎練

習や復習など。
１０月８日～３月までの火曜日
18：30～20：30（全１２回）
7,200円（12回分）
10名（先着順）
9月5日（木）10:00より、来館ま
たは電話にて。

各１５名（先着順）
３0０円（保険代）
９月５日（木）１０:００～２０日（金）
17:00までに、本人の来館にて。
履正社医療スポーツ専門学校

糖尿病看護認定看護師
森脇 恵美子さん
３０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
語りあえる場で
す。当日自由にお越しください。

9月25日（水）１４：００～１６：００　
談話会・社会福祉士のお話

7区広報誌「よどマガ！」は毎月122,000部を発行し、9月号１部あたりの発行単価（配布費用を含む）は約16.4円です。
令和元年8月1日現在の推計　区の人口：181,814人（前月比+49人）　男：90,271人　女：91,543人　区の世帯数：101,358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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