
3月20日（金・祝）11：00～15：00
※荒天の場合、内容変更、または中止する場合がございます。
大阪トヨタ サンテラス十三 U-Car展示場
（野中北1-3-17）

　　　※車でのご来場はご遠慮ください。
大阪トヨタ（サンテラス十三・吹田店・野里店）
淀川消防署、淀川区役所
トヨタ部品大阪共販（株）・東京海上日動火災保険（株）・
ソロフレッシュコーヒーシステム（株）

地震体験　 煙体験　 消火器体験　 給電体験
プリウスPHVはもしもの時に電源として活用できま
す。プリウスPHVの電気で作ったポップコーンと
コーヒーをどうぞ！

セイバーミライ
FJクルーザー展示

ミニ消防車・
防災グッズも展示中

市民協働課（防災）4階41番　 6308-9743

入場無料

保健福祉課（子育て支援）2階23番　 6308-9423

生後６か月～小学校６年生
月～金曜日の8:00～18:30
入会金・年会費…無料
月会費…3,000円
（1回目17:30までの保育料含む・
各種減免あり）
認定ＮＰＯ法人ノーベル

令和２年度（４月以降）の事業者については現在選考を行って
います。詳細は区役所ホームページでご確認ください。

実施日

実施事業者

利用料

春 季節の変わり目には…

慣れた自宅で安心の１対１保育です

生後６か月～小学校就学前※1

※1…病児保育室リトルベアーYodoは小学校６年生まで
月～土曜日※2の8:00～17:00※3 

※2…土曜日休館の施設あり　※3…延長可の施設あり
登録料無料　日額2,500円（各種減免あり）

病児保育施設…病児保育室リトルベアーYodo
病後児保育施設…加島第１保育所、博愛社

実施日

保育所・医療機関など施設でお預かりします施設型病児保育

訪問型病児保育

利用料

淀川区
パック

地震保険の仕組み
備蓄品って
　何が必要？
住宅（火災）保険の
内容って？

暮ら
防災術
しの

防災
の達人から学ぼう！

学ぶ 見る
保険

相談会も同時開催！

写真撮影
OK！

体験

病児保育でパパママ安心

お知らせ

検索淀川区　訪問型病児保育

非常用

▲

車
覧
観
山
保
天

▲

城
阪
大

▲ 通天閣

淀川アオクスル祭り2020
参加費無料 申込不要

毎年、自閉症をはじめとする発達障がいへの理解
を呼びかける活動として行われている「淀川アオクス
ル祭り」が今年はさらにグレードアップします！司会は
淀川区住みます芸人「職人」！！スペシャルゲストが登
場するかも？！ 
体験コーナーをはじめ、飲食・物販コーナーに企業

ブース、相談コーナーなど、内容盛りだくさん！プロレ
スもあるよ～。
お悩みを抱えている方、学びたい方、どなたでも

ご参加お待ちしています。

4月5日（日）11：00～18：00（予定）
十三小学校　 
アオクスル祭り実行委員会 アオクスルプロジェクト
淀川区役所ほか

4月2日の「世
界自閉症啓
発デー」に合
わせ、世界各
地の名所がシ
ンボルカラー
の青色にライ
トアップされ
ます。

保健福祉課（保健福祉）3階32番　 6308-9857
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新型コロナウイルス感染拡大の影響によるイベント中止にご注意ください。
当区をはじめ各所でイベントなどの開催が予定されているところですが、新型コロナウイルス感染症が拡大している状況により、参加者および関係者の健康・安全
面を考慮した結果、イベントなどが中止となる可能性がございます。イベントなどへの参加にあたりましては、主催者などに事前にご確認ください。



　就職などで国民健康保険から脱退す
るときや、退職などで国民健康保険に
加入するときは、事実の発生したとき
から14日以内に届出が必要です。国
民健康保険では、自動的に加入や脱退
の手続きが行われることはありません
ので、必ず届出をしてください。
　加入の届出が遅れた場合は、加入す
べきときからの保険料をさかのぼって（最
長2年）納めていただくことになります。
　また、やむを得ない理由もなく届出
が遅れると、医療費の給付は届出日か
らになる場合があります。

窓口サービス課（保険）
4階43番　 6308-9956

国民健康保険の届出を
お忘れなく

　個人市・府民税の申告書は、申告
期限である３月16日（月）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、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

個人市･府民税の申告は
３月16日（月）までに

　３月22日（日）は開庁日につき、住民
情報担当の業務を行っていますが、国
のシステム休止のため、個人番号カー
ドの交付及び特例転入届の受付ができ
ません。
３月に個人番号カードの受け取り、特
例転入届の際は、平日（月曜日～木曜
日は9:00～17:00、金曜日は9:00～
18:30）及び、臨時開庁日（３月29日（日）
9:00～17:00）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

３月22日（日）は個人番号カード
の交付、特例転入ができません

　淀川警察署による安全運転者講習会
（参加費無料）に参加して、ご自身の交
通マナーを見直してみませんか？

4月6日～15日は
春の全国交通安全運動

　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。

4月2日（木） 木川公園
4月3日（金） 三津屋公園

（三津屋会館横）
4月6日（月） 三国西公園
4月7日（火） 塚本公園
4月8日（水） 新高公園
4月9日（木） 淀川区役所（西側）
13:30～ 16:00（雨天決行。
荒天の場合は中止もあり。）
継続１頭3,300円（注射料金2,750
円、注射済票交付料550円）
新規登録（生涯１回）の場合、上
記料金に加えて登録及び鑑札交
付手数料３,０００円が必要です。

※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

愛犬の登録と
狂犬病予防集合注射

①保健福祉課（保健福祉）3階32番
6308-9857
6885-0537　

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

　現在、交通機関の乗車料金福祉割
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。

①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
②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

障がい者手帳等をお持ちの方へ

　大阪市国民健康保険では、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。受診券
の有効期限は３月末となっていますの
で、それまでに受診をお願いします。

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
健診内容・健診場所について
保健福祉課（健康づくり）
2階22番　 6308-9882

特定健診の受診はお早めに！

　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、転入・転出に
関わる窓口業務を行います

３月２９日（日）９:００～１７:３０まで
※３月２２日（日）は、
定例の第４日曜日
開庁を実施します。

→

→ →

→ →

年度末の臨時日曜開庁の
お知らせ

対象者

日程・場所

◆主な取扱業務
１．住民情報関係業務
２．保険年金関係業務
（住民異動に伴うものに限る）

　※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

（住民登録）1階13､14番　 6308-9963
（保険）4階43､44番　 6308-9956

3月  5日（木）塚本小学校
3月11日（水）新東三国小学校
3月16日（月）加島小学校

（2階多目的ホール）
3月24日（火）区民センター

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

日程・場所
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→

→

予約不要

4月からの受講生を募集します。
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。
塾代助成カード利用で実質無料。

十三中学校・美津島中学校・
東三国中学校（選べます）
各会場の空き人数等は申込先
にお問合せください。

株式会社トライグループ
（実施事業者） 
0120-555-202

（10:00～22:00土・日・祝も受付）
市民協働課（教育支援）
4階41番　 6308-9414

よどマガ！に広告を掲載しませんか？
淀川区民の皆さまに親しまれている

「よどマガ！」で広告の掲載がいよいよ
開始！広告を掲載して地域の皆さまに広
くPRしてみませんか？
広告申込みに関するお問合せは広告
代理店である株式会社ホープまでお願
いします。

株式会社ホープ　
092-716-1401

淀川区役所ホームページバナー広告募集！
平均月間アクセス数約10,000件！情
報取得のメインツール「スマートフォ
ン」からでもアクセスできます！
※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）

政策企画課（広報）
5階51番　 6308-9404

よどマガ！＆ホームページ
バナー広告大募集！

学校のこと、友だちのこと、部活の
こと、家族のことetc …。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皆さんのお
話を聞きます。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。
＊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
パートナーの皆さんです

区内の小学生・中学生・高校生
3月26日（木） 
区役所4階 相談室（41番窓口）
3月27日（金） 
淀川図書館2階 集会室
4月6日（月） 
区民センター 3階 小会議室
4月7日（火） 
区民センター 3階 第3会議室
10:00～12:00、14:00～16:00
直接会場まで来てください。
日により違う会場で開催します
ので、ご注意ください。
会場は、ホームページまたは電
話で確認してください。
市民協働課（教育支援）
４階４１番　
6308-9417

淀川区春休み
子ども相談

桜の時期に、淀川河川敷をみんなで
一緒に歩きませんか。
途中、河川レンジャーによる淀川に

まつわるためになる解説つきです。ま
た、ゴールの造幣博物館では施設の見
学もできます。

４月３日（金） 
８:４５集合（小雨決行）
区役所（河川レンジャーののぼり
が目印）
約９ｋｍ（区役所→淀川河川敷→
造幣博物館→現地解散）
９:１５
１２:３０頃（現地解散）

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】

集合場所

行 程

出発時間
終了時間

開催日・場所

ヨドジュクの
詳細はHPを  ▶▶▶
ご覧ください

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。
　期限を過ぎて提出された場合は、税
額の通知や、新年度の課税（所得）証明
書の発行時期が遅れることがあります。

梅田市税事務所市民税等グループ
4797-2953

　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
屋の令和２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。代理人が縦覧を希
望する場合は委任状が必要です。
　また、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～30日
（土・日・祝日を除く）
９:00から１７:３０
（金曜日は19:00）まで
梅田市税事務所
固定資産税グループ
4797-2957（土地）

2958（家屋）

固定資産税（土地・家屋）に
関する縦覧を行います

水分やタオル等は各自ご持参く
ださい。
４０名（先着順）
３月6日（金）～１９日（木）電話で
保健福祉課（健康づくり）
２階２２番　
６３０８-９８８２

備 考

新中学生の
皆さんへ!
3/10（火）
受付開始

入学後の
課外学習は で!

開催時間

詳しくは淀川区役所HPの
募集バナーをクリック！

6
　　　　　　　　　　　　3月の日曜開庁　3月22日・29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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〒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

参加費無料

参加費無料

参加費無料

参加費無料

参加費無料

参加費無料

→

→

善意銀行だより
　12月1日から12月31日の間、善意
銀行に846,375円の預託がありまし
た。ご協力ありがとうございました。

横山新聞舗、吉村雅子、社会医療
法人協和会職員一同、京セラ（株）
大阪営業所一同、京セラ労働組合
大阪分会、京セラ株式会社、明る
い社会づくり運動北摂協議会（中）、
淀川明るい社会づくり運動、淀川区
体育厚生協会、京セラコミュニケー
ションシステム株式会社大阪事業所
一同、匿名（1件）（敬称略）

〒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

〒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

え  ぐち　けい  こ

淀川区ふれあい文化のつどい

お友達や家族の皆さんと遊びに来て
ください♪
淀川区民センターの「教室作品展」

3月7日（土）～8日（日）
10:00～ 15:00

ふれあい交流ステージ
3月8日（日）10:00～ 16:30

区民センター ホール
民謡やフラダンス、コーラス、
楽器演奏などのステージ発表。
お楽しみ抽選会あり。

こもれびタイム　
いろんな作品の朗読を楽しむひととき
視覚に障がいのある方に、音声版「よ

どマガ！」をお届けしている音訳グルー

です。落語やいろいろなおはなしの朗
読を、大人も子どももご一緒にお楽し
みください。

3月15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出 演

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

バスで行くお出かけ企画
京都 穴太寺と茅葺の美山散策

５月２５日（月） 雨天決行
8:00 淀川区民センター前
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（申込多数抽選）
17:30頃（予定）
4,000円（バス代・入園料・保
険代・郵送代）※昼食各自
3月24日（火）10:00 ～ 4月9日
（木）17:00までに本人の電話ま
たは来館にて。4月10日（金）抽
選後、郵送にて連絡。

健康麻雀
皆さまの要望により、再び開催決定！
「賭けない・飲まない・吸わない」を
合言葉に頭脳ゲームとして麻雀を楽し
みます。

４月２０日（月）
１０:００～１２:００／１３:３０～１５:３０
区内在住６０歳以上で、センター
利用証をお持ちの方
各２８名（先着順）
３００円（テキスト代・当日徴収）
３月17日（火）１０:００～４月１０日
（金）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
３月１７日（火）１４:００～１５:００
「知っておきたい認知症」
―関わり方の基本―
認知症看護認定看護師
江口 啓子 さん
３０名（当日先着順）

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23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。

おはなし ろうそく パッ！
語りつがれた昔話などを、ろうそく

をともして語ります。いろんなおはなし
を、みんなで楽しみましょう。

3月28日（土）14:00～ 15:00
30名（当日先着順）
絵本の会淀川

※2階会場への階段の上り下り等に配慮
の必要な方は、事前にご相談ください。

集 合

解 散

日 程

出 演

演 題

あな　お　  じ

場としてがん患者サロンを開催します。
当日自由にお越しください。

3月2５日（水）１４:００～１６:００
談話会

4月より期制スポーツ教室が
1クール（10回・12回）開催から
通年の月謝制教室に変わります
淀川スポーツセンターでは4月より該

当月に手続きをする期制教室システム
を廃止し、毎月の受講料を口座から引
き落とす便利な月謝制教室に変わりま
す。教室の内容は変わりませんので、
新たに受講をご希望の方は気軽にお問
合せください。
2月よりシニアチアダンス教室を始め

ました。60歳以上の女性またはご夫婦
での参加もOKです。土曜日の9:10か
ら10:10のレッスンです。週末はチア
ダンスでストレス発散間違いなし！
また、わくわくリズム体操、太極拳、
卓球、フラダンス、リフレッシュ体操、
幼児対象のプチキッズ・スポーツキッ
ズ、小学生対象の器械体操、運動スキ
ルＵＰ、ヒップホップ、バレエ、チアダ
ンス、グローブ空手と様々な教室をご
用意しています。
この春、自分に合った教室を探しま
せんか。受講希望者対象の見学・体
験も受付していますので、ご連絡をお
待ちしております。
月曜休館（祝日の場合は翌平日）

7

3月号 No.071

淀川区役所
フェイスブック

淀川区役所
ホームページ

淀川区役所
ツイッター

淀川区
子育て情報誌
「ゆめキッズ」



予約不要相談無料

8・9月出産予定の
妊婦さんとパートナーの方
3月2日、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

〈相談場所〉 花と緑の相談は…区役所1階特設コーナー　 ひとり親家庭相談は…区役所2階
生活自立相談窓口は…区役所3階　 その他は…区役所4階相談室

相談日 時間・受付など 問合せ先

コーナー相談相談

13:00～15:00
国機関の施策・制度の相談

13:00～15:00 ※予約優先
相続・許認可・届出等の相談
予約受付：10：00～17：00

13:00～16:00
※前日までの要予約
不動産の賃貸・売買およびそ
の他様々な内容に関する相談 
予約受付：10:00～16:00

9:00～17:30
面談または電話

3/2・4/6（月）

月～金曜日
（祝日を除く）

毎月第4月曜日
（祝日を除く）

4/17（金）

保健福祉課
2階23番
6308-9423

法律相談予約専用
6308-9430

政策企画課5階51番
6308-9683

市民協働課4階41番
6308-9417

専門相談員による相談は希望日時に調整
（事前予約制）
月～金曜日  9:00～20:30
日曜日・祝日 9:00～17:00

毎週火・水・木曜日
（祝日を除く）

電話予約制（先着16名）　
相談日当日の9：00から受付
実施時間13：00～17：00
1人（組）30分

3/4（水）・10（火）・
18（水）・24（火）
4/8（水）

※予約のお電話がたいへん混み合いつながりにくい場合がございます。

※3月の開催は
　ありません。

14:00～15:30 十三公園事務所 
6309-00083/11・4/8（水）

10：00～17：00 要事前予約
就業や自立支援・離婚前相談等

生活自立相談
9：00～17：30
就業や自立支援等の相談
電話またはメール 

月～金曜日
（祝日、年末年始
を除く）

生活自立相談窓口
6195‐7851
6195‐7852

　 yjiritsushien@lime.ocn.ne.jp

法律相談

花と緑の相談

行政書士
相談

不動産相談

ひとり親
家庭相談

人権相談

行政相談

　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

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1１月１日～3０日生まれの方
平成30年８月1日～31日生まれの方
平成28年1２月1日～3１日生まれの方

健診 区役所2階 予約不要BCGワクチン接種
３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

肝炎ウイルス検査
大阪市在住の満20歳以上の市民で、過去に肝炎ウ
イルス検査（大阪市が実施する検査に限らない）を
受けたことがない方。
また、大阪市肝炎フォローアップ事業に同意する方
市内の取扱医療機関。
詳しくはお問合せください。

実施場所

区役所2階 予約不要結核健診
３月３０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

中央図書館自動車文庫  6539-3305
停車場所 日時

三国小学校南門
（三国本町３-９）

3/17（火）
14：15～15：15

淀川区役所西側
（十三東２-３）

3/13（金）
14：00～14：45

3/24（火）
14：00～15：20

移動図書館

アーベイン東三国5号館横
（東三国2-10） 

3/6（金）・4/3（金）
14:10～14:4０

十八条北モータープール前
（十八条1-13）

3/7（土）・4/4（土）
10：20～11：50

三津屋公園
（三津屋南2-20） 

3/20（金・祝）
10：20～11：00

淀川区子ども・子育てプラザ
（新高1-11）

3/3（火）・4/7（火）
11：25～12：10

市営木川第一住宅6号棟前
集会所前（三国本町1-13）

3/11（水）
14：00～15：00

西中島小学校南門
（西中島7-14）

3/11（水）
14：3０～15：3０

北中島小学校南門
（宮原5-3） 

3/25（水）
13：25～15：00

加島南第4住宅北側入口
（加島1-30）

3月
巡回日

全日本不動産協会
大阪府本部（北支部）
6373-1511

大阪府行政書士会
（淀川支部）
6643-9903

大阪市人権啓発･相談
センター予約専用
6532-7830
6531-0666　　 

　 7830@osaka-jinken.net

肝炎ウイルスは自覚症
状がないまま感染して
いる場合もあります！
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