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広報ねやがわ
平成 29年 7月号

申込・問　往復はがきに講座名、住所、
氏名、年齢、職業、電話番号、志望の動
機、以前府母子寡婦福祉連合会で受講
した講座名、保育の有無を書いて①7月
3日～8月3日②③7月9日～8月9日④7
月24日～８月24日＝消印有効＝までに
母子家庭等就業・自立支援センター（〒
540―0012大阪市中央区谷町五丁
目４番13号谷町福祉センター内☎06・
6762・9498）
労働保険年度更新の手続き
年度更新手続きは7月10日（月）までで
す。詳しくは、最寄の労働基準監督署又
は、コールセンターなどへ問い合わせて
ください。
○申告書の記入方法　労働保険年度
更新コールセンター（☎0120・335・546）
○保険料納付　大阪労働局労働保険
徴収課（☎06・4790・6330）
問　大阪労働局保険適用・事務組合課
（☎06・4790・6340）
開業サポート資金の利用　
府内での創業を支援するため「開業サ
ポート資金」を融資しています。特に多
様な企業家の育成に向け、女性・若者・
シニア・ＵＩＪターン該当者の金利を引き
下げるとともに、「地域支援ネットワーク
型（※①）」の金利や保証料を一般の開
業資金よりも低く設定し、自己資金要件
の緩和なども行っています。
※①融資後３年間、商工会・商工会議
所、金融機関の経営サポートがあります
②利用要件など詳しくは府ホームペー
ジを見てください。
問　府商工労働部中小企業支援室金
融課制度融資グループ（☎06・6210・
9508）
設備投資応援融資
府内中小企業者の設備投資を応援しま
す。
＜設備投資応援融資（保証協会保証付）＞
○資金使途…設備資金・設備に付随す
る運転資金（設備資金の2分の1以内）
○融資限度額…2億円（うち無担保
8000万円）
○融資期間…10年以内（無担保）・20
年以内（有担保）
○金利…年1.2パーセント以下
○保証料…9段階別信用保証料（0.35
パーセント～1.9パーセント）
※国の認定経営力向上計画の実施に
必要となる設備は、一律年0.7パーセン
トで利用可能です。
＜金融機関提案型（設備投資特別枠）＞
金融機関からの提案による設備投資を
対象とした融資です。金利、そのほかの
要件などは金融機関が決定します。
詳しくは府ホームページを見てくださ
い。
※申し込みは取扱金融機関となります。
問　府商工労働部中小企業支援室金
融課制度融資グループ（☎06・6210・
9508）
枚方税務署からのお知らせ
前年分の所得税及び復興特別所得税

の確定申告などに基づき、予定納税が
必要な人には、6月中旬に予定納税額
の通知書を送付しています。第１期分の
納期限・振替日は、7月31日（月）です。
※詳しくは問い合わせてください。
問　枚方税務署（☎844・9521）
金融・経済講演会
7月21日（金）午後7時～8時30分、大
阪銀行協会7階大会議室（大阪市中央
区谷町三丁目）、テーマ「くらしとお金に
役立つ講演会」、府民200人（申し込み
が多いときは抽選）、￥無料。
申込・問　はがき又はＦＡＸに講演日、郵
便番号、住所、氏名（ふりがな）、年齢、
電話番号、同伴者の氏名、年齢、広報ね
やがわと書いたものを大阪府金融広
報委員会事務局（〒530―8660大阪
市北区中之島二丁目1番45号（☎06・
6206・7748、ＦＡＸ06・6233・6080）
自衛官などを募集
○対象…18歳以上の男女、一般曹候補
生・自衛官候補生（27歳未満）、航空学
生＜高卒（見込み含む）で海上は23歳
未満・航空は21歳未満＞
※受付期間、試験日程などについては
問い合わせてください。
問　自衛隊守口出張所（☎06・6997・
7339）
調停手続無料相談
7月19日（水）午前10時～正午、市広報
広聴課相談室、調停制度の利用につい
ての相談など。
問　大阪民事調停協会（☎06・6363・
3091）
行政書士日曜無料相談会
７月23日午後１時～３時、総合センター、
遺言・相続・成年後見・内容証明・示談書
の作成など。
申込　当日直接
問　「大阪府行政書士会枚方支部」・渋
谷（☎８１４・９９２０）
夏休み工作・忍者キャンプ
8月15日～18日（3泊4日）、和歌山県す
さみ町、小学校4年生～中学校２年生
25人（申込順）、￥8000円。
申込・問　「摂南大学浅野教授室」・浅野
（☎070・5503・2251）
寝屋川公園イベント
＜セミの羽化を観察しよう＞
7月22日（土）午後7時～9時、親子40
人、必要な人は水筒、長袖・長ズボン、懐
中電灯を持って来てください。
申込　直接又は電話
＜①竹で作った水鉄砲遊び
②シャボン玉遊び＞
7月23日（日）午後1時～3時、定員①の
み30人（先着順）。
申込　当日直接
　　※　　　　　　　　　　　※
いずれも少雨決行、￥無料（駐車場は
有料）。
問　寝屋川公園管理事務所（☎824・
8800＝午前9時～午後5時）
深北イベント
＜深北緑地CAR得キャンペーン＞

8月の平日、2時間までの駐車場利用対
象、￥1時間420円を210円・2時間520
円を410円で利用できます。
＜深北まちかどプランツ＞
7月15日（土）午前10時～11時、コスモ
スの種まき、定員20人、￥無料。
＜象鼻杯～ハスの葉っぱで暑気払い～＞
7月16日～17日の午前10時30分～11
時30分、定員各20人、￥無料。
＜蚊取り線香作り＞
8月1日～2日の午後1時30分～2時30
分、定員各10人、￥300円（駐車券があ
れば150円）。
　　※　　　　　　　　　　※
申込・問　深北緑地管理事務所（☎
877・7471）
公開講座
7月23日（日）午後1時30分～3時30
分、①ミニよし笛を作って合奏…小学校
4年生～6年生の子どもと保護者9組、
￥100円②モーターを作って回そう、
小学校4年生～6年生の子どもと保護
者12組、￥500円③8月1日（火）午前
10時～午後4時30分、エンジンの組み
立て、中学生10人、￥無料④21日（月）
午前10時～午後0時30分、暗号を作っ
てみよう、小学校5年生～6年生・中学
生（保護者も参加可）20人程度、￥無
料。
　　※　　　　　　　　　　※
いずれも場所は府立大学工業高等専
門学校。
※詳しくは府立大学工業高等専門学校
ホームページを見てください。
問　府立大学工業高等専門学校広報
企画室（☎821・6401）
肝臓病教室～肝臓病と消化器の合併症～
7月29日（土）午前10時30分～午後0
時10分、関西医科大学総合医療セン
ター（守口市文園町）、￥無料、筆記用
具を持って来てください。
申込　当日直接
問　関西医科大学総合医療センター消
化器肝臓内科（☎06・6993・9540＝午
後2時～4時）
高等職業技術専門校見学説明会
7月6日（木）・19日（水）・25日（火）・31
日（月）・8月3日（木）・28日（月）・9月1日
（金）・6日（水）いずれも午後2時20分
～4時10分、府立北大阪高等職業技術
専門校（枚方市津田山手二丁目）、内容
…各科目別ガイダンス・相談コーナー、
科目…ものづくり加工技術科・産業ロ
ボットシステム科、10月の入校を検討し
ている18歳～34歳の人、各30人。
問　府立北大阪高等職業技術専門校
総務課（☎808・2151）
サマージャンボ宝くじ
サマージャンボ宝くじの収益金は、市町村
の明るく住みよいまちづくりに使われます。
府内の宝くじ売り場で購入してください。
○発売期間　7月18日～8月10日
○販売価格　1枚300円
問　府市町村振興協会（☎06・6941・
7441）
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【原稿締切日のお知らせ】
○９月号…７月11日（火）
○10月号…8月9日（水）
※￥は活動にかかる費用です。

イベント
すばる・北斗まつり
7月15日（土）午後4時～7時30分、すば
る・北斗福祉作業所（大谷町）、舞台イベ
ント・模擬店・盆踊り・花火・バザーなど。
問　すばる・北斗まつり実行委員会（す
ばる・北斗内☎824・4664）
舞踊発表会
7月22日（土）午後１時30分（開場は午後
１時）、アルカスホール、新舞踊・民舞など
の日本の文化を楽しみましょう、￥無料。
問　「秀麗会大阪支部」・沓水（☎090・
5123・9954）
寝屋川戦争・原爆展
①7月29日（土）午前11時、パネル・資料
などの展示②30日（日）午後1時30分、
「平和を考える」「体験を語る」、いずれ
も総合センター、￥無料。
問　実行委員会（☎828・4730）
布ぞうり教室
①7月25日②8月22日③9月26日、い
ずれも火曜日午後1時30分、総合セン
ター、定員各10人（申し込みが多いとき
は抽選）、￥500円（初めての人は別に
作業台500円が必要）。
申込・問　往復はがき（申込は1枚につ
き1人1回）に受講日、住所、氏名を書い
て①7月8日（土）②8月8日（火）③9月8日
（金）＝必着＝までにわくわく未来塾（〒
572―8533池田西町28番22号市社
会福祉協議会内☎080・3825・5907）
童謡・唱歌・昭和歌謡と食事会
7月31日（月）午前10時30分～午後1
時、大利商店街ふれあいステーション、
認知症予防の歌と体操に興味のある人
20人（申込順）、￥1000円（食事代を
含む）。
申込・問　「お喜楽会」・財部（☎813・
8636）
①韓国語②英会話入門無料体験会
8月3日（木）①午後6時～7時②午後7

時30分～8時30分、市民会館、￥無料。
問　「国際文化交流協会」・前田（☎
090・6489・2803）
エネルギー学校
8月5日（土）午前9時30分～正午、市民
会館小ホール、電気をつくってみよう、定
員小学生30人（大人同伴、先着順）、￥
300円（資料代）。
申込・問　8月3日（木）までに電話で「自
然エネルギーねやがわ市民の会」・中村
（☎080・4822・7530）
フレッシュ＆定期コンサート
8月5日（土）午後2時、ルミエールホール
（門真市民文化会館）、PASSION～真
夏のコンサート～、￥1000円（小学生
と60歳以上の人は500円）。
申込・問　「寝屋川演奏家クラブ」・山添
（☎856・1672）

募　集
ヨガ
第1～3火曜日午前10時～11時30分、
豊野町公民館、効果的な体の使い方を
身に付けて心身を楽にします、￥入会７
００円・月２１００円。
問　「ヨーガ健康法」・三宅（☎８２０・５６
３９）
社交ダンス
毎週金曜日午後7時～8時30分、エスポ
アール、プロ講師による指導で姿勢をよ
くし若返りましょう、￥入会2000円・月
4000円。
問　「クィーン」・笠松（☎090・2254・
4920）
社交ダンス
毎週木曜午後2時～3時…初心者・午後3
時～4時…経験者、中央公民館、プロの講
師が初歩から応用まで優しく指導、初心
者歓迎、見学可、￥入会2000円・月2500
円（2コース参加のときは4000円）。
問　「社交ダンスローズクオーツ」・ニイ
ノミ（☎070・6921・9903）
写真
毎月第2日曜日午後1時30分～5時、中
央公民館、￥月1000円（女性は500
円）・写真協会費年1000円。
問　「写団四季」・市川（☎080・8477・
3382）
親子英語
月2回水曜日、エスポアール、￥1回375円。

問　「リトルスター英語クラブ」・徳永
（☎080・4245・3179）
詩吟
毎週木曜日①午前10時～正午、本町3
番6号②午後7時～9時、エスポアール、
健康のために大きな声を出しましょう、
￥入会1000円・月2500円、無料体験あ
り。
問　「関西吟詩文化協会春詠支部」・有
村（☎090・9056・0752）
囲碁
毎週土・日曜日午後1時～5時、中央公民
館、少年や女性など幅広い会員が楽し
んでいます、￥年4000円。
問　「碁友会」・三浦（☎839・9320）
将棋・囲碁
毎週月・火曜日正午～午後6時、池の里
市民交流センター、市内在住の人（初
級・中級者が多いです）、￥年1500円。
問　「棋楽会」・村田（☎090・3289・6975）
将棋・囲碁
毎週水・木・金曜日午後1時～5時、西高
齢者福祉センター、市内在住の60歳以
上の人、￥年1000円。
問　「西棋会」・村田（☎090・3289・6975）
英語
月２回日曜日午後2時～3時、エスポアー
ル、ネイティブ講師と楽しく話しながら上
達、￥1000円（教材費）、無料体験あり。
申込・問　「英語サークルＮＥＦ」・竹下
（☎380・7907）
カラオケ
毎週金曜日午後1時～5時、エスポアー
ル、カラオケの健康の秘密を教えます、
￥月800円。
問　「サクラカラオケ」・富田（☎827・
4365）
写し絵
毎週水曜日午前9時30分、市民活動セ
ンター、絵の苦手な人でもすぐに楽しく
絵を写すことができます、￥１回300円
（教材費）、高齢者歓迎。
問　「写し絵で絆を育む会」・長島（☎
829・3883）
女声コーラス
第1～4木曜日午前10時～正午（祝日を
除く）、エスポアール、正しい発声を学び
ながらいっしょに楽しみませんか、￥入
会1000円・月3500円、見学体験無料。
問　「レ・サンドリオン」・雨河（☎820・
1822）

公共機関・団体

ひとり親家庭などの就業支援講習会
＜①介護職員初任者研修講座＞
9月3日～12月17日の毎週日曜日午
前9時～午後5時（計16回）、定員20人
（申し込みが多いときは抽選）、￥１万円
（教材費を含む）。
※時間は講義により前後します。

＜②パソコン初級～ワード
試験対策講座＞
9月9日～10月28日の毎週土曜日午前
10時～午後4時（9月23日を除く、計7
回）、定員20人（申し込みが多いときは抽
選）、￥５０００円（教材費を含む）。
＜③簿記３級受験講座＞
9月9日～11月18日の毎週土曜日午前
9時30分～午後3時30分（9月23日を
除く、計10回）、定員15人（申し込みが
多いときは抽選）、￥５０００円（教材費
を含む）。

＜④調剤事務管理士講座＞
9月24日～11月19日の毎週日曜日午前
10時～午後4時＜計8回、10月15日・検
定日11月25日（土）を除く＞、定員23人
（申し込みが多いときは抽選）、￥１万３
０００円（教材費・検定料を含む）。
※時間は講義により前後します。
　　※　　　　　　　　　　　※
場所は①④東大阪市男女共同参画セン
ター・イコーラム（東大阪市岩田町）②③
府谷町福祉センター（大阪市中央区）、
保育あります（２歳～就学前の子ども）。


