
　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人の新成人の皆さまの輝け

。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
　第１部の記念式典の他に、第２部では豪華賞品が当たる大抽
選会等もあります。

学校のこと、友だちのこと、家族のことなど…
誰にも相談できず、悩んでいることはありませんか？ 
淀川区人権啓発推進員がみなさんのお話をお聞きします。
ぜひお話に来てください。話してみるだけでも気が楽に
なるかもしれません。秘密は守ります。

区内の小学生・中学生・高校生のみなさん

12月26日（木）　区役所４階相談室（41番窓口）
12月27日（金）　区民センター3階 第３会議室
  １月  ６日（月）　区民センター3階 第３会議室
10：00～12：00、14：00～16：00
予約はいりません。会場まで来てください。
場所が分からない時は、
お電話で聞いてください。

手話通訳あり
（第1部のみ）

対象者
開催日

開催時間

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

市民協働課（教育支援）４階４１番　 6308-9414 市民協働課（教育支援）４階４１番　 6308-9417

＊淀川区人権啓発推進員とは
地域で人権啓発活動を行う区役所のパートナーの
みなさんです

冬休み子ども相談

成人の日 記念のつどい淀川区

はじめて塾に
行ってみたい

チャレンジテストの
対策をしたい

ヨドジュク

小学６年生～中学２年生
英語・数学 他（学習内容は応相談）
美津島中学校

12月11日（水）・13日（金）
12月18日（水）・20日（金）
12月25日（水）・27日（金）
【１コマ目】19:00～20:10　
【２コマ目】20:15～21:25

無 料
体験会

区内在住の中学生を対象とした
課外授業ヨドジュクを無料で体験できます。
新中学生も参加できます。

科 目

日 程

12月5日（木）電話にて受付開始
※先着順（希望の日程・時間をお伝えください）

株式会社トライグループ

０１２０-５５５-２０２（受付時間１０：００～２２：００）

淀川区マスコット
キャラクター
夢ちゃん
ゆめ

ヨドジュクの
詳細は
コチラ▼

ふゆ　　　　 やす　　　　　　　　　　  こ　　　　　　　　　　　　　　　　　　そう　　　　だん

がっ こう　　　　　　　 とも　　　　　　　　　　　　 か  ぞく

だれ　　　　 そうだん　　　　　　　  なや

よどがわ  く  じん けんけいはつすいしんいん　　　　　　　　　　　　　　はなし　　　　 き

はなし　　 き　　　　　　　　　　　　 はな　　　　　　　　　　　　　　　　　 き　　　 らく

ひ  みつ　　 まも

ち  いき　　 じん けんけいはつかつどう　　おこな　　く　やく しょ

１月13日（月・祝）
13：00～15：00終了 ）00：21場開（）定予（
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「新大阪駅」から徒歩約５分（お車でのご来場はご遠慮ください）

車イス等でお越しの方はご案内しますのでお申出ください
会場内は禁酒・禁煙です

平成11（1999）年4月2日から平成12（2000）年
4月1日にお生まれの方
区内にお住まいの方に12月初旬に案内状を送付します。
（案内状がなくても、新成人であればどなたでも参加できます）

※原則、入場は新成人の方のみとさせていただきます。
※付き添いが必要等配慮が必要な方は事前にご相談ください。

淀川区役所
淀川区成人の日 記念のつどい実行委員会
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毎月1日から5日までの間に全戸配布でお届けしています。 配布漏れ等のお問合せは、政策企画課（ 6308‐9404）まで。
広報誌面へのご意見・ご感想は、お手軽なオンラインアンケートやメール、お電話・ＦＡＸなど、いずれの方法でもＯＫです。

政策企画課（広報担当）５階５１番　 ６３０８-９４０４　 ６８８５-０５３４　 tl0009@city.osaka.lg.jp　オンラインアンケートはＱＲコードをチェック！！➡

広報誌の配布
ご意見・ご感想



→

→

→

→

「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。
　とくに近年、スマートフォン・携帯電話
などの普及もあり、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
の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。あ
なたは誰かを傷つけてはいませんか？イ
ンターネットの向こうには必ず人がいる
ことを常に意識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

受付することができません。
　１２月にマイナンバーカードの受け取
り、特例転入届の際は、平日（月～木曜
日は9：00～17：00、金曜日は9：00～
18：30）にご来庁ください。

窓口サービス課（住民登録）
　　　１階１３番　 6308-9963

１２月４日～１０日は人権週間です

　マイナンバーカードを持っていれば、
全国のコンビニにあるマルチコピー機
で、住民票の写しや印鑑証明書などを
お取りいただけます。手数料がお得で
待ち時間の少ないコンビニ交付をぜひ
ご利用ください！

窓口サービス課（住民登録）
　　　１階１３番　 6308-9963

マイナンバーカードを使って
コンビニ交付を！

　１２月２２日（日）は第４日曜にあたり開
庁日であるため、住民情報担当の業務
を行っていますが、マイナンバーカード
については、国のシステム休止のため
交付ができません。また、特例転入届も

１２月２２日（日）は
マイナンバーカードの交付、
特例転入ができません

　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、
防犯と安全運転に心
掛けてください。

市民協働課（防犯）
4階41番　 6308-9743

歳末特別警戒スタート！

　後期高齢者医療制度にご加入の方
で、通院による医療機関での歯科健診
を受診することが困難な方を対象に、歯
科医師と歯科衛生士がご自宅に訪問し
て「歯」や「お口の機能」のチェックを行
う、訪問歯科健診を実施しています。受
診方法など詳しくはお問合せください。

福祉局保険年金課（後期高齢）
6208-8038　 6202-4156

訪問による歯科健診を
実施しています！

市税の納期限
　固定資産税・都市計画税（第3期分）

市税事務所からのお知らせ

　ねずみの防除で重要なことは、ねずみ
が生息できない環境をつくることです。
　餌を根絶するために食品の格納や生ご
みの処理を徹底してください。防除には
器具（捕そかご、粘着シートなど）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。なお、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

12～2月までは
「ねずみ防除強調月間」です

　マイナンバーカードやＩＣカードリー
ダライタをお持ちでない方でも、税務
署で発行した「ＩＤ」と「パスワード」があ
れば、自宅のパソコンやスマホからの
ｅ-Ｔａｘで確定申告が可能です。
　その際に必要なＩＤとパスワードの臨
時発行の受付を次のとおり行います。
手続きには、運転免許証など顔写真付
きの本人確認書類が必要です。

12月11日（水）10：00～16：00
区役所６階 601会議室
東淀川税務署　
6303-1141（代表）

確定申告はe-TaxでＩＤ・パスワード
臨時発行受付のお知らせ

の納期限は、12月25日（水）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 固定資産税グループ
4797-2957（土地）、2958（家屋）

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
が届かない場合は船場法人市税事務所
固定資産税（償却資産）グループへお問
合せください。

船場法人市税事務所
固定資産税（償却資産）グループ
4705-2941

ひとり親の方に対する個人市・府民
税の非課税措置創設について
　令和３年度以後の個人市・府民税にお
いて、児童扶養手当の支給を受けてい
る児童の父または母のうち、現に婚姻し
ていない方又は配偶者の生死が明らか
でない方（単身児童扶養者）で、一定の
金額以下の所得の方に対する非課税措
置が創設されました。
　適用を受けるためには、給与所得者の
方は「令和２年分給与所得者の扶養控除
等（異動）申告書」、公的年金等の受給者
の方は「令和２年分公的年金等の受給者
の扶養親族等申告書」により、単身児童
扶養者である旨の申告が必要です。

梅田市税事務所 市民税等グループ
4797-2953

5
　　　　　　　　　　　　12月の日曜開庁　12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
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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9日、16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

→

→

　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

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８月１日～3１日生まれの方
平成30年５月1日～３１日生まれの方
平成28年９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
１２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

受付日時

区役所2階 予約不要結核健診
１２月２３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。
受付日時

※
胃がん・大腸がん・肺がん検診

１月２４日（金）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

１２月２１日（土）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

１月２４日（金）９：３０～１１：００受付
区役所2階特定健診 予約不要

　治療法の進歩により、ＨＩＶ陽性者は
感染の早期把握、治療の早期開始・継
続によりエイズの発症を防ぐことが
できるようになりました。まずは検査
を受けてみませんか？

毎週月曜日 14：00～15：30
火曜日 9：30～11：00（祝日を除く）
HIV・梅毒（血液検査）、クラミジア（尿検査）
おおむね1週間後の指定日時に来所いただき、
ご本人に直接お返しします。

※電話やメール・郵送による結果通知は行いません。
※指定日時に来所できない場合は、前日までにご連絡ください。

無料匿名予約不要
12月1日は「世界エイズデー」です

参加費無料

　産後ママの身体は変化がいっぱい！楽しく自分の体をいた
わってあげませんか？赤ちゃんも一緒に参加OK。ママと赤ちゃ
んの健康に関するいろんなブースあり！

1月20日（月）１4：00～16：00
区役所５階 会議室　
開催日時点で出産後1年未満のママ
（乳児同伴可・保育はありません）
５０組（申込先着順）
産後のからだのゆがみ修正！
パパっと栄養たっぷりごはんのヒント
大阪回生病院 理学療法士　春本 千保子 さん
12月9日（月）9：00から電話にて受付。
保健福祉課（健康相談）2階21番　 6308-9968

産後のママのセルフケア教室

12月29日（日）試合開始15:05 vsアルバルク東京
12月30日（月）試合開始13:05 vsアルバルク東京
※時間は変更になる場合がございます。
エディオンアリーナ大阪（浪速区難波中3-4-36）
区内在住・在勤・在学の方
アリーナ2階自由席
大人2,000円（通常前売価格：2,500円）
小中高900円（通常前売価格：1,000円）
12月10日（火）23:59まで。
事前に大阪エヴェッサ公式WEBサイトからお申込みください。

※応援デー優待は前売のみ。
※対象席種が完売になり次第優待販売終了。
※詳細は大阪エヴェッサ公式WEBサイトでご確認ください。

大阪エヴェッサ クラブオフィス ホームタウン担当　
0120-937-625（10:00～17:00（平日））

次はバスケで盛り上がろう！！ 
B.LEAGUE「大阪エヴェッサ」淀川区民応援デー

検査項目

優待内容

対戦相手

販売期間
購入方法

検査日

検査結果

はる  もと　  ち　 ほ　こ

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
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ノロウイルスにご用心　　　　　　　　　　　　　　　　　毎年11～3月にノロウイルス感染症が多く発生しています。予防対策のポイントは適切な手洗いと確実な加熱です。
〈予防方法〉 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



　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。11:00
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15日（水）11：30～12：00
仕事と子育ての両立をお考えの方

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

淀川図書館

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

１2月１7日（火）14：00～15：00
「おなかの中から健康になりま
しょう！」―便秘予防の食事―
管理栄養士　源氏 博子 さん
３０名（当日先着順）

大人・子どもスポーツ教室
受講生募集！

〒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

→

→

→

→

〒532-0005　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
　9月1日から9月30日の間、善意銀行
に20,286円、車椅子、タオルの預託が
ありました。ご協力ありがとうございま
した。

年末年始
主な施設の休館のお知らせ

●淀川区役所
12/28（土）～1/5（日）
●淀川区民センター
12/29（日）～1/3（金）

●淀川区老人福祉センター
12/29（日）～1/3（金）

●淀川区社会福祉協議会
12/29（日）～1/3（金）

●淀川図書館
12/26（木）～1/6（月）
※12/26（木）17:00～1/6（月）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（日）～1/3（金）

●十三市民病院
12/28（土）～1/5（日）

●淀川スポーツセンター
12/28（土）～1/4（土）

●淀川屋内プール
12/28（土）～1/3（金）

新大阪歯科技工士専門学校、横山新
聞舗、淀川区鍼灸マッサージ師会、
オレンジカフェ、区民まつり募金（匿
名）、森田勲、明治安田生命淀川東営
業所（敬称略）

参加費無料

参加費無料

図書館deハローワーク
（就職支援セミナー）

25人（当日先着順）
※2階会場への階段の上り下りに配慮の
必要な方は、事前にご相談ください。

〒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

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

楽しい新年会

新春和太鼓演奏会

いきいき健康セミナー

　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ゆったり太極拳Ａ・Ｂ（全10回）

1～3月の火曜日
Ａ 10:30～12:00　Ｂ 13:00～14:30

15歳以上の方　 各40名
5,940円（10回分）

　郷土サークル「野火」さんによる、和
太鼓の演奏会です。心と身体に響き渡
る和太鼓の魅力。新春気分とともに爽
快感を味わってみませんか。

1月18日（土）13：30～14：30
どなたでも。（外国にルーツのあ
る方歓迎）
不要、当日直接ご来館ください。

※来館者多数の場合は安全面を考慮し
て入場規制をさせていただく場合が
あります。

一緒に楽しく新年を祝いましょう！
１月２２日（水）11：30～14：30
区民センター １階ホール
区内在住６０歳以上でセンター
利用証をお持ちの方
１００名（先着順）
1,000円（お弁当・お茶・お菓子
代含む）
１２月5日（木）10：00～１月７日（火）
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（木）
10：00～２１日（土）17：00まで。
本人の電話または来館にて受付。
（申込多数抽選）

かんたんスマホ講座
　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！
　基礎編を中心に、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？

１月２０日（月）
①10：00～12：00
②13：30～15：30
（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２０名（先着順）
１２月１０日（火）10：00～２５日
（水）17:00までに、本人の電話
または来館にて受付。

※かんたんスマートフォンは貸出機で
の受講となります。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
がん患者サロン
「サロン・ド・Juso」
　がん患者さんとそのご家族の方が気
軽に立ち寄り、今の思いを語り合える場
です。当日自由にお越しください。

12月25日（水）14：00～16：00
談話会・感染予防について

同時募集

演 題

げん  じ　  ひろ  こ

の　  び

❷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
5,940円（10回分）

❸小学生の運動スキルＵＰ（全10回）
1～3月の金曜日16:30～17:30
小学2～6年生　 15名
5,940円（10回分）

❶～❸いずれも窓口まで
直接来館で（先着順）
※月曜・年末年始休館

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

7区広報誌「よどマガ！」は毎月122,000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14.1円です。
令和元年11月1日現在の推計　区の人口：182,072人（前月比+89人）　男：90,462人　女：91,610人　区の世帯数：101,640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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