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要援護者名簿に登録しませんか？
対象の方へ８月下旬に同意確認の書類をお送りして
います。ご確認いただけましたでしょうか？９月末までに
ご返送をお願いします。
送付対象
Y①これまでにお送り
した同意確認書にお返事を

いただけていない方
②令和４年に淀川区において新たに要援護者の
対象となられた方

※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。

オレンジ色の封筒で
お送りしています

淀川区社会福祉協議会
見守り相談室

案内文

同意書

封筒

9淀川区社会福祉協議会
「見守り相談室」
a6394-2922 b6394-2978
淀川区役所保健福祉課
（保健福祉）
a6308-9857

b6885-0537

新 淀川区住みます芸人
の休日 の 呑気な休日
第3日目「僕の世界一好きな

アルプススタンドの景色」
の日

区役所職員 の豆 知識リレー
18人目

淀川区民センターってどんなところ？
大阪市HP
区民センター
ページはコチラから

淀川区民センター
HPはコチラから

市民協働課

須田係員

Q.淀川区民センターには、どんな施設があるの？
A.ホールや会議室、音楽室などがあります！
詳しくは淀川区民センターホームページをご確認くだ
さい。
Q.淀川区民センターって団体しか利用できないの？

A.そんなことないです！個人でも団体でも利用できます。
Q.淀川区民センターの予約手続きって大変でしょ？
A.インターネットなら２４時間予約ができます。
直接来館しても、FAXでも予約できます！
Q.支払いの方法で便利な方法はあるの？
A.コンビニ決済が便利です！
詳しい振込方法などは淀川区民センターホームペー
ジをご確認ください。

9市民協働課
（まちづくり）
４階４１番
a6308-９７３４

淀川区役所公式

Instagramはじめました

あなたの とっておきの一枚 を募集中。
まだみんな
に知られていない、淀川区の魅力を教えてください。
1. 淀川区内で写真を撮る
2.「#yodogawatch」
をつける

も
淀川区に
あ、
ったんだ
あ
色
景
こんな

3. 撮影場所がわかるようにインスタグラムに投稿

◀僕の愛読書
「甲子園」
です

淀川区役所公式
▶▶▶
Instagramはこちら

投稿していただいた魅力的な一枚を、淀川区役所
公式Instagramやよどマガ！誌面でご紹介します。
9政策企画課
（広報）
5階51番 a6308-9404
水島健太です。僕が1番好きな季節の暑い夏が終わりに近づ
きました。好きな理由は夏の高校野球があるからです。小学低
学年から観てるので約800試合観てると思います。1番の思い
出の試合は中京大中京vs日本文理の決勝戦です。今でも思い
出したら泣きます。
高校野球好きすぎて今ではチアガールの衣装でどこの高校
か分かります。将来はアメトークの高校野球好き芸人に出てチ
アガールの良さを伝えたいと思います。

編 集 後 記

今年は３年ぶりに区民まつりが
開催されますね。広報担当も当
日は 撮 影 部 隊として 出 動しま
す。私は区民まつり初参加なの
ですが、
さまざまな催し物があっ
て、今からワクワクしています！
▲「よどマガ写真撮影中！」
と書い
区民まつり、一緒に楽しみましょ たカードをつけたスタッフを見かけ
うね！
（広報担当：岸本）
たら、気軽に声をかけてくださいね！

よどマガ！に広告を掲載しませんか？

発行部数122,300部！区民の皆さんに親しまれている
「よどマガ！」
に広告を掲載しませんか？区民や区内の事業所に広くアピールできるチャンスです！

18 お問合せは広告代理店の株式会社ジチタイアドまで。 9 株式会社ジチタイアド a 092-716-1401
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All right 人権
やってみませんか？人権学習会
地域・グループで、人権に関
する学習会を開きませんか？学
習会で使用する人権啓発DVD

の貸出などをお手伝いします。
ぜひ担当までご相談ください。

淀川区では、PTAをはじめと
する社会教育関係団体や生涯学
習を目的とする団体・グループ
が、人権や家庭教育に関する学
習会を実施する場合に、講師謝
礼金等の一部を負担する事業も
行っています。

詳しくはこちら ▶▶
9市民協働課
（教育支援）
a6308-9415

今 月の

イベントピックアップ！

9月イベントカレンダー
５日
（月） 保育所
（園）
申込書配布開始 ▶４面
６日
（火） 無料ダンス教室申込開始 ▶３面
学校図書館ボランティア講座申込開始 ▶6面
７日
（水） 認知症に優しいまち淀川区パネル展〜21日
（水）▶5面
ゆめちゃん☆ハッピールーム申込開始 ▶5面
14日
（水） 健康づくりひろげる講座申込開始 ▶6面
1５日
（木） プレパパ・ママ教室申込開始 ▶6面
２5日
（日） 日曜開庁日 ▶4面

10月イベントカレンダー
３日
（月） 妊婦教室申込開始 ▶８面
令和5年度保育所
（園）
一斉申込開始〜17日
（月）
8日
（土）
、16日
（日）
も受付 ▶4面
9日
（日） オータム・チャレンジ・スポーツ2022 ▶6面

淀川区長
おか もと

た

か

し

岡本 多加志

第3期淀川区地域福祉推進ビジョンの策定について
平成31年4月から4年間の第２期淀川区地域福祉推進ビ
ジョンの推進期間が、まもなく終わりを迎えます。
推進期間の後半は新型コロナウイルス感染症の影響を大
きく受け、地域行事は中止を余儀なくされ、見守り活動など
の地域福祉活動も実施しづらい状況が続いており、感染予
防対策の徹底など、創意工夫を凝らしながら実施しています。

進める
「生活困窮者への支援の強化」、③日ごろの見守りと災
害時の避難支援を一体的に行う
「要援護者への支援体制の
充実」
、
④妊娠期から子育て期まで必要な支援を切れ目なく行
う
「淀川区版ネウボラの推進」、
⑤
「地域福祉を支える人材づく
りと住民の参加促進」
の5点を重点項目と考えています。
現在、地域福祉の各分野の専門家や区政会議委員から

また、生活困窮者をはじめとする複合的な課題を抱える世
帯等への対応や、近年全国各地で多発している自然災害へ
の対応など、地域福祉を取り巻く課題が山積しています。
これらの課題に対応するため淀川区役所では、第３期の
地域福祉推進ビジョンにおいて、
①支援を必要とする人が確

ご意見をいただいており、来月には取りまとめた案を、淀川区
にお住まいの方、お勤めや通学されている方からご意見をい
ただくこととしています。
淀川区役所は、今後と
も、共に生き共に支えあう

実に支援につながるための
「相談支援体制の充実」
、
②区役
所と関係機関との連携強化を図り、解決に向けた取組みを

地 域 福 祉の実 現に向け
取組みを進めていきます。

◀4月号では淀川区版ネウ
ボラを特集しています。
ぜひご一読ください。

広報誌の配布 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（a6308‐9404）
まで。
メール、
お電話・ＦＡＸなど、いずれの方法でもＯＫです。
編 集 と 発 行 広報誌面へのご意見・ご感想は、

9 政策企画課（広報）
５階５１番 a６３０８-９４０４ b６８８５-０５３４ 7 tl0009@city.osaka.lg.jp
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