
おめでとうございます

　令和元年11月25日（月）ザ・ガーデンオリエンタ
ル大阪(元大阪市公館)で第54回大阪市市民表彰式
が行われました。公益の増進、学術・文化の向上など
に貢献のあった方など60名の方が受賞されました。

個人4名・団体1団体・団体
の長2名・資源集団回収
活動・功労団体1団体

表彰式会場の
庭園で記念撮影
写真右から松井市長、
森加代さん、山本区長

個人5名・団体の長1名・
資源集団回収活動・功労
団体5団体

　令和元年度道路・河川・公園における保全・美化運
動功労者並びに資源集団回収活動功労団体の表彰
伝達式が12月3日（火）淀川区役所にて執り行われ、
区長より表彰状が授与されました。

〈淀川区からの受賞者〉 
【区政功労】 
森 加代さん
もり　　  か　 よ

〈市長表彰〉 〈区長表彰〉

第54回
大阪市市民表彰

令和元年度
美化運動功労者・資源集団回収活動功労団体

市長・区長表彰伝達式

第46回第46回

淀川河川敷でのたこあげと言えば、淀川区の新春の風物詩ですね！
各地域力作の大だこあげは必見‼
親子で、お友達と、ご近所さん同士で、ぜひご参加くださいね。
観覧だけでも大歓迎です。

1月19日（日）１３：００～１５：００
〈悪天候時26日（日）に延期〉

たこあげ大会淀川区
新春たこあげ大会淀川区
新春

市民協働課（まちづくり）４階41番　 6308-9734
▲新年早々、みんなでたこあげでき

るなんてサイコーやね！

◀デカい！
ほんまに大
空にあがる
の～？？淀川河川敷西中島地区野球場エリア（新御堂筋東側）

※昨年と会場が変更になっていますのでご注意ください。
直接現地へお越しください
どなたでも（たこは各自でご用意ください）

※たくさんの子ども達が参加するため、たこ同士が絡まる等により、
傷んだり壊れたりする場合があります。予めご了承ください。
※大だこあげの見学の際は、スタッフの指示に従ってください。

新春たこあげ大会実行委員会、淀川区子供会連合協議会、
淀川区役所

参加方法

役職
・大阪市食生活改善推進員協議会理事
・淀川区食生活改善推進員協議会会長
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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



　小・中学校へ今年４月に入学されるお
子さまがいらっしゃるご家庭に、就学通
知書をお送りしています。まだ届いてい
ない場合は、担当窓口までお問合せくだ
さい。なお、対象者は次のとおりです。
小学校…平成２５年（2013年）４月２日

から平成２６年（2014年）４月
１日までに生まれた方

中学校…令和２年（2020年）３月に
小学校卒業見込みの方

　また、国立・私立の学校並びに咲くや
この花中学校及び水都国際中学校（注）
へ入学される場合は、その学校が発行
する「入学許可証」と「印鑑」を担当窓口
までお持ちください。
（注）咲くやこの花中学校及び水都国際

中学校は別途、学校から指示があり
ます。
市民協働課（教育支援）
4階41番　 6308-9414

届いていますか？
新１年生の就学通知書

　居住実態のない住所地に住民登録を
し、そこから通学をするのは不適正な就
学です。不適正な入学と分かれば、入学
後でも適正な学校へ転校していただき
ます。住民登録を正しく行い、適正な就
学をしましょう。
　また、お引越しの際もすみやかに適切
な就学手続をお願いします。

市民協働課（教育支援）
4階41番　 6308-9414

適正な就学について

偶数月のみ開催している淀川区役所
での不動産の無料相談を、1月より毎月
開催します。

毎月第３金曜日（祝日を除く）
13:00～16:00（前日まで要予約）
区役所４階 相談室

偶数月開催
　全日本不動産協会大阪府本部 北支部
　 ６３７３-１５１１（月～金10:00～16:00）

不動産無料相談を
毎月開催します

　個人市・府民税（普通徴収分）第４期分
の納期限は、１月31日（金）です。
　市税の納付には安全・確実・便利な口
座振替・自動払込（Web申込み可能）を
ぜひご利用ください。

梅田市税事務所 市民税等グループ
4797-2953

に送付する予定です。新たに送付を希望
される方は、担当までご連絡ください。

保健福祉課（介護保険）
3階31番　 6308-9859

市税の納期限

奇数月開催
大阪府宅地建物取引業協会 新大阪支部
６３０３-０６７６（月～金10:00～16:00）

※予約やお問合せの際は、開催月をご
確認のうえお電話ください。

　平成31年1月から令和2年12月末ま
でに納められた介護保険料の「納付済額
のお知らせ」を送付します。今回は事前に
送付を希望されていた方へ1月27日（月）

介護保険料の納付済額の
お知らせ

→

→

→

→

　東淀川税務署管内の納税者の方々
を対象とした税理士による所得税・個人
事業者の消費税の相談会場（無料）の開
設をします（不動産及び株式等の譲渡
所得の申告相談を除く）。

２月12日（水）～14日（金）
９：30～15：00
梅田スカイビル タワーウエスト

　　　10階アウラホール（北区大淀中1-1-30）
※会場の混雑状況により、早めに相談受付
を終了させていただく場合があります。
※会場専用の駐車場・駐輪場はありません
ので、公共交通機関をご利用ください。

東淀川税務署
6303-1141（代表）

税務署からのお知らせ

令和２年度の個人市・府民税の申告
受付会場は２月17日（月）から区役所等
にて開設しますが、受付開始日から１週
間程度は、窓口が混み合いますので、次
のとおり事前申告受付会場を開設しま
す。ぜひご利用ください。

梅田市税事務所（北区梅田1-2-2-
700 大阪駅前第2ビル7階）

）みの日平（）金（日41～）月（日３月２
9：00～17：30（金曜日は19：00まで）

※所得税の申告に関する受付・お問合せ
は、東淀川税務署 6303-1141まで。

梅田市税事務所 市民税等グループ
4797-2953

個人市・府民税の事前申告
受付会場を開設します

交通乗車証、またはタクシー給付券
の更新申請手続きは、５年ごとに行いま
すので、令和元年度は更新手続き不要
です。令和２年４月からご利用いただけ
る交通乗車証、タクシー給付券は令和２
年３月下旬にお送りします。次回更新手
続きは、令和３年度に行う予定です。

精神障がい者保健福祉手帳・
被爆者健康手帳をお持ちの方
保健福祉課（健康づくり）2階22番
6308-9882
6303-6745

身体障がい者手帳・療育手帳を
お持ちの方・特別児童扶養手当
（1級）を受給されている方
保健福祉課（保健福祉）3階32番
6308-9857
6885-0537

障がいのある方の交通乗車証及び
タクシー給付券の更新について

（仮）みらいみつや保育園
小規模保育事業所Ａ型
三津屋北一丁目
19名　 生後6か月～2歳児
月～土 7：30～18：30

　説明会等の詳細はHPを
ご確認ください。
4304-3008

（一般社団法人 未来会 うえほんまち保育園）
保健福祉課（子育て支援）

　　　2階23番　 6308-9423

令和２年４月に小規模
保育施設がオープンします！

開催日

予約・問合せ

名 称
施設種別
所在地

入所年齢
開所時間

受付時間

受付日時
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　　　　　　　　　　　　1月の日曜開庁　1月26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
6・7月出産予定の妊婦さんとパートナーの方
1月6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

参加費無料 参加費無料
手話通訳あり

　案内文書は対象者の方に12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９月１日～30日生まれの方
平成30年６月1日～３０日生まれの方
平成28年１０月1日～3１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
１月１６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
１月３１日（金）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
２月１１日（火・祝）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
２月３日（月）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

知っていますか？ ほじょ犬のこと

健康づくりに、景色のよい淀川河川敷をみんなで一緒に歩きませんか。
今回は、防災施設の見学もあります。河川レンジャーによる淀川にまつ

わる楽しくてためになる解説つきです。ぜひご参加ください。
１月２8日（火）８：４５集合（小雨決行）
９：１５出発　１２：００頃終了（現地解散）
区役所（河川レンジャーののぼりが目印）
約4.0ｋｍ（区役所→淀川右岸河川敷→長柄橋→毛馬公
園→淀川河川事務所毛馬出張所<毛馬排水機場・毛馬
閘門・毛馬水門・淀川大堰の見学>現地解散）
上履き（見学施設は土足禁止）、靴を入れるビニール袋、
水分、タオル、雨具等は各自ご持参ください。
４０名（先着順）
１月７日（火）9：00から電話にて。
保健福祉課（健康づくり）２階２２番　 ６３０８-９８８２

障がい者の生活をサポートする身体障がい者補助犬（盲導
犬・聴導犬・介助犬）をご存じですか？実際に補助犬をご利用さ
れている方からお話を聴き、補助犬への理解を深めましょう。

2月13日（木）13:30～16:30（受付13:00～）
区役所5階 会議室
第1部 補助犬訓練士による基調講演「補助犬を知ろう」

講師：木村 有希さん
　　（京都アシスタントドッグ育成協会代表）

第2部 シンポジウム「補助犬ユーザーの声」
区内在住・在学・在勤の方　
100名（先着順）
淀川区地域自立支援協議会
大阪ECO動物海洋専門学校
1月7日（火）9:00から電話またはＦＡＸにて。ＦＡＸでの
お申込み時には必ず下記をお書きください。
「補助犬講演会参加希望」
参加者氏名　 住所　 ＦＡＸ番号
保健福祉課（保健福祉）3階32番
6308-9857　 6885-0537

歩いて健康！知ってお得♪
おとなの社会見学【淀川探訪ウォーク】

①2月8日（土） ②2月15日（土） 1３：30～１６：30
①おもちゃの修理方法、テスターの使い方
②ハンダ付け・SPテスター製作、プラレールの分解・組立
よどがわ・おもちゃ病院所属 おもちゃドクター
おもちゃドクターとなって活動できる方（経験・年齢・性別不問）
10名（先着順）
1月20日（月）9：30～2月5日（水）
17：00までに電話または来館にて。
淀川区社会福祉協議会
6394-2900

第5回淀川区 おもちゃドクター養成講座

集合場所
行 程

参加費無料

き  むら     ゆ   き
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 フグの肝臓や卵巣等を食べると食後３０分～５時間で痺れや嘔吐等の中毒症状を起こし、最悪の場合は死亡することが
あります。フグ中毒のほとんどは、釣りや譲り受けにより入手したフグを自家調理し、食べることが原因です。フグ毒（テトロドトキシン）は、煮たり焼いたりの調理でなく
なることはありません。自家調理は大変危険ですので、絶対にやめましょう。　 保健福祉課（健康づくり）2階22番　 6308-9973

フグ中毒の防止について



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

淀川図書館

〒532-0034　野中北2-12-27
6150-8000

十三市民病院

〒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
10月1日から10月31日の間、善意銀
行に2,050円、食料品の預託がありまし
た。ご協力ありがとうございました。

横山新聞舗、大阪市環境局東北環境
）略称敬（）件1（名匿、ータンセ業事

〒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

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

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

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

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

区民センター

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
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、日頃
の成果発表をしませんか。

３月８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グループ１０分まで）
１５グループ程度（申込多数抽選）
1,000円
（１団体（個人含む）につき）
１月７日（火）～２４日（金）までに
電話または来館にて。

みそづくり講習会（後期）
２月1日～３月１日（土・日）
①11：30　②14：30
どなたでも
※１人に１回、約５キロの持ち帰り
各回１２名（申込多数抽選）
3,800円
往復ハガキに①希望の講習日（第
３希望まで）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
（⑥参加人数を追記）
※１月２１日（火）消印有効

蔵書点検による休館のお知らせ
令和2年1月22日（水）から27日（月）

まで蔵書点検のため休館いたします。こ
の間は、大阪市立の他の図書館をご利
用いただきますようお願いいたします。

新規開講！
シニアチアダンス教室受講生募集！！

2月1日（土）より毎週土曜日
9:10～10:10（60分）
4,400円（月謝制・月4回）
60歳以上の女性　 20名

　　　※ご夫婦での参加ＯＫ
1月13日（月・祝）14：00より直接
来館で（申込先着順）。

※申込時に必要な物は事前にお問合せ
ください。
※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）

声を出してことばを楽しみましょう

声を出して本を読んだり、ことば遊び
を楽しみましょう。

1月19日（日）14：00～15:00
淀川区音訳ボランティアグループ

10名（先着順）
1月8日（水）11：00より電話また
は来館にて。

※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。

生活お役立ち講座
　血圧百科「血圧サージってなぁに？
part2（がんこな肩こりと腰痛の解消法）」

２月１３日（木）13:30～15:00
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）
１月２１日（火）10：00～２月８日
（土）17：00までに本人の電話ま
たは来館にて。

いきいき健康セミナー
１月２１日（火）１４：００～１５：００
「ラクラク体操」－簡単にできる
ホームエクササイズ－　
理学療法士　
西村 祐亮 さん 
３０名（当日先着順）

市民公開講座
１月２５日（土）１０：３０～１２：００　
「知って得する○○の話」

演題１「白内障の話」 
　　  ～加齢に伴う変化ですよ～　

眼科部長　森脇 光康 さん
演題２「痔の話」～切らないで治そう～  

外科部長　井上 透 さん
※当日自由にお越しください。
講演会終了後、テーマの疾患について
のご相談を受付ます。

バスで行くお出かけ企画
キッコーマン・アサヒ飲料と国宝の鶴
林寺を見学します。

３月１１日（水）雨天決行
集合 ８：１５ 淀川区民センター前
解散 １７：００頃（予定）
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
３,６００円（昼食代は各自負担）
1月15日（水）10:00～1月31日
（金）17:00までに本人の電話ま
たは来館にて。（3月7日（土）以
降のキャンセルは返金不可。）

おやこヨガ
～親子でふれあい遊び～

2月6日（木）
①10：00～10：45
②11：00～11：45
①1歳児とその保護者
②2歳児以上とその保護者
各6組（申込多数抽選）
おやこヨガインストラクター　
松下 エメ さん
1月10日（金）～
23日（木）17：00
までに電話また
は来館にて。

募集演目

募集期間

募集数

参加費無料

参加費無料

参加費無料

参加費無料

演 題

進 行

にし むら　ゆう すけ

まつ した

テーマ

もり わき　みつ やす

いの うえ  とおる

7区広報誌「よどマガ！」は毎月122,000部を発行し、1月号１部あたりの発行単価（配布費用を含む）は約16.7円です。
令和元年12月1日現在の推計　区の人口：182,254人（前月比+182人）　男：90,531人　女：91,723人　区の世帯数：101,688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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