
40

インフォメーション

広報ねやがわ
平成 29年８月号

※①年間の税額が１万円以下のとき
は、第２期分の納付書はありません②納
税には便利な口座振替を利用してくだ
さい。
問　府北河内府税事務所（☎８４４・１３
３１）
税務署からのお知らせ
＜中学生・高校生の「税についての作
文」募集＞
中学生・高校生に税に対する関心を高
め、正しい理解を深めてもらうため、「税
についての作文」を募集します。
○テーマ・文字数…中学生「税に関する
こと」（1200字以内）・高校生「税の意義
と役割について考えたこと」（800字～
1200字）、いずれも1人1編、題名は自由
※①作品は返却しません②優秀作品に
は賞状と記念品を贈呈し、国税庁ホー
ムページなどで発表します。
応募　作文の冒頭に題名・学校名・学
年・氏名、末尾に応募者の住所（学校か
ら応募するときは不要）を書いて、9月5日
（火）までに中学生…所属する学校、高
校生…枚方税務署又は所属する学校
＜小学生の「税に関する習字」作品募集＞
小学生に「税」に関する文字を書くこと
によって、「税」とは何かを考えてもらう
ため、「習字作品」を募集します。
○テーマ…税に関するもの（1人1作品）
○作品の規格…半紙
※優秀作品には、賞状と記念品を贈呈
します。
応募　作品の左側に学校名・学年・氏名
を書いて、9月5日（火）までに所属する
学校
　　※　　　　　　　　　　　※
問　枚方税務署（☎844・9521）

「かざぐるま」を見学
北河内4市リサイクルプラザ（愛称「かざ
ぐるま」）は、寝屋川市・枚方市・四條畷
市・交野市の4市の家庭から分別排出さ
れたペットボトルやプラスチック製の容
器包装をリサイクルするため、異物を取
り除いて、それぞれ選別し、圧縮梱包の
処理を行う中間処理施設です。
施設では選別作業の見学ができます。
地球環境問題などを学習できる啓発フ
ロアもありますので利用してください。
○見学時間…月～金曜日の午前9時～
午後5時（年末年始を除く）
※団体予約は2か月前から受け付けて
います（120人まで）。
申込・問　北河内４市リサイクル施設組
合事務局（☎823・2038＝午前9時～午
後5時30分、土・日曜日、年末年始を除く）

心の輪を広げる体験作文・
障害者週間のポスターの募集 
障害のある人とない人との心の触れ合

いの体験を綴った作文や障害者への理
解を促進するポスターを募集しています。
入賞者には、賞状などを贈呈します。
○作文…400字詰め原稿用紙（縦書
き）で①小・中学生…2枚～4枚②高校
生・一般…4枚～6枚
※点字や電子メールでの応募もできます。
○ポスター…B3又は四つ切りサイズ画
用紙（縦長のみ）、小・中学生のみ
申込・問　直接又は郵送で9月6日（水）
＝消印有効＝（土・日曜日、祝日を除く）
までに府障がい福祉企画課権利擁護
グル―プ（〒540―8570大阪市中央
区大手前三丁目2番12号☎06・6941・
0351、ＦＡＸ06・6942・7215）
※詳しくは、ホームページを見てください。 
都市計画についての公聴会
○日時…８月30日（水）午後２時
○場所…府庁別館７階都市計画室分
室
○案件…東部大阪都市計画都市再開
発方針外２件の変更案について
申込　公述希望者…公述申出書（様式
指定）、傍聴希望者…はがき又はメール
（アドレスは問い合わせてください）に
住所、氏名、電話番号を書いて、いずれも
８月７日～21日＝必着＝までに府計画推
進課（〒540―８５７０大阪市中央区大
手前三丁目２番12号）　
※案の概要は、上記の期間中に市都市
計画室でも見ることができます。
問　府計画推進課（☎06・６９４４・６７７
６）又は市都市計画室
市民公開講座
9月2日（土）午後2時～4時（受付は午
後1時30分から）、守口門真商工会議
所（門真市殿島町）、「本当に怖い骨粗
しょう症～骨折で寝たきりにならない
ために～」、定員150人（先着順）、￥無
料。
申込　当日直接
問　松下記念病院患者支援連携セン
ター（☎06・6992・5373）
調停手続無料相談
8月16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）
不動産無料相談
8月8日・9月12日・10月10日いずれも火
曜日午後1時～3時30分、京阪河内不
動産会館（寿町）、不動産の一般的な相
談など。
申込・問　電話で府宅地建物取引業協
会京阪河内支部（☎８３３・１１１９）
行政書士日曜無料相談会
8月27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）
大阪産業大学の図書館を開放
8月5日～9月20日午前9時30分～午後
6時＜8月5日～10日は午後9時40分ま
で、日曜日（8月27日を除く）と8月11日

～19日は休館＞、高校生以上。
※開架資料の閲覧及び自由学習、著作
権法の範囲内での資料の複写（有料）、
貸し出しはできません。
問　大阪産業大学綜合図書館（☎
875・3001）
寝屋川公園のイベント
＜夏の星空観察会＞
8月6日（日）午後7時～8時30分＝雨天
曇天は9月に延期、小学生以下は保護
者同伴、￥無料。
＜草木染めで夏のスカーフ作り＞
8月26日（土）午後1時～3時、大人15人
（申込順）、￥1000円（スカーフ代）、エ
プロン・ゴム手袋・汚れてもよい服で来て
ください。
＜公園の四季を楽しむ散歩倶楽部＞
9月4日（月）午前10時～正午＝少雨決
行、定員30人（申込順）、￥無料、歩きや
すい服装で来てください。
　　※　　　　　　　　　　　※
※駐車場は有料です。
申込・問　直接又は電話で寝屋川公園
管理事務所（☎824・8800）
深北緑地イベント
＜保冷剤で作るアロマの芳香剤＞
8月7日～8日の午後1時30分～2時30
分、定員各日10人、￥300円。
＜お花の灯ろう作り＞
8月14日（月）午後1時30分～2時30
分、定員10人、￥300円。
＜お花のお香作り＞
8月21日～22日の午後1時30分～2時
30分、定員各日10人、￥300円。
＜まちかどプランツ花壇の札作り＞
8月27日（日）午前10時～11時、定員
20人、￥無料。
　　※　　　　　　　　　　　※
いずれも先着順。
申込　当日直接
問　深北緑地管理事務所（☎877・
7471）
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市民情報ひろば
【原稿締切日のお知らせ】
○10月号…8月9日（水）
○11月号…9月8日（金）
※￥は活動にかかる費用です。

イベント
親子サマーコンサート
8月7日（月）午後2時（開場は午後1時
30分）、中央公民館、アンパンマン・妖怪
ウォッチ・ドラえもんほか、￥無料。
問　「ママバンドぷちみるく」・村井（☎
090・5243・5351）
絵画教室
8月7日・21日いずれも月曜日午前9時～
正午、市民会館、鉛筆デッサン教室、￥1
回1200円。
問　「伊郷絵画教室」・伊郷（☎090・
2286・2799）
越中おわら踊り
9月9日（土）午後5時～7時30分＝雨天
のときは10日（日）、大利公園、￥無料。
＜講習会＞
8月26日（土）午後3時～4時、池の里交
流センター・30日（水）午後2時～3時、
大利公民館、いずれも￥無料。
問　「知輪会」・関根（☎090・3840・
3227）
夏まつり
8月26日（土）午後4時30分～8時＝雨
天決行、こっこ保育園（中木田町）、模擬
店・遊びコーナー・太鼓演奏など、親子で
遊びに来てください。
問　こっこ保育園を支える会（☎820・
3939）
はたらくらぶ落語発表会
8月29日（火）午前11時、（開場は午前
10時30分）、アルカスホール、暑い8月
に涼しい会場で笑いで「ほっと」一息、
￥無料。
問　文都落語ゼミ「はたらくらぶ落語
発表会」・浪華家（☎828・1819）
体幹ヨガ
8月30日（水）午前10時～11時15分、
市民会館、定員15人（申込順）、￥500
円、飲み物・ヨガマット（バスタオルでも
可）・タオルが必要。
申込・問　8月29日（火）までに電話で「こ
ころヨガ」・鳥井（☎090・6964・9853）
給食学習会
9月2日（土）午前11時～午後1時、パル
コープ寝屋川組合会館（大利町）、ビビ

ンバ・冬瓜スープ・フルーツポンチ、小学生
と保護者30人（申し込みが多いときは
抽選）、￥350円。
◎保育あります（1歳以上の子ども）、試
食￥350円。
申込・問　8月18日（金）までに寝屋川・
子どもたちの給食をよくする会（新婦人
寝屋川支部内☎823・7411）
ちびっこまつり
9月2日（土）午後3時～5時、国松保育
園、幼児（付き添い要）・小学生、￥無料、
おみやげがあります（150人分、先着
順）。
問　国松保育園地域交流会ぽっぽ会
（国松保育園内☎821・6123）
日本語ボランティア講師養成講座
9月5日～10月10日の毎週火曜日午後
3時30分～5時・10月17日（火）午後7
時～8時30分（計7回）、市民会館、定員
30人（申込順）、￥7000円（別に教材
費が必要）。
申込・問　NPO法人「寝屋川市国際交
流協会」（☎811・5935＝日・月曜日、祝
日を除く）
書道入門講座
①小筆・仮名入門…9月6日～27日②毛
筆小筆の基礎（宛名・手紙文）…10月4
日～25日③小筆（くらしの実用書入門）
…11月1日～22日、いずれも毎週水曜
日午前10時30分～正午（計4回）、木
田町公民館、定員10人（申込順）、￥無
料（資料代2160円が必要）、書道用具
（当日に購入可）が必要。
問　「市書道協会」・髙木（☎090・
3263・2241）
マンドリン・ギター演奏会
9月16日（土）午後2時、アルカスホー
ル、栄光の架橋・時代・サウンドオブ
ミュージックなど、￥無料。
問　「香里マンドリンアンサンブル」・島
（☎090・4279・2576）
バザー物品提供のお願い
○バザー…9月17日（日）午前10時、総
合センター、日用品・食器・雑貨・衣料・古
着・喫茶コーナーなど
○物品提供（大型家具・電化製品、古本
を除く）…9月15日（金）まで出張引き取
りもします（9月11日～16日の午前10
時～午後3時は総合センターでも受付）
問　ワークセンター小路を支える
会（ワークセンター小路内☎820・
6135）
おおさかまるごと健康チャレンジ
10月1日～11月30日、生活習慣改善の
ため目標を決めての取り組み、￥無料。
※5人以上のグループエントリーも可。
申込・問　9月20日（水）までにおおさ

かまるごと健康チャレンジ実行委員会
（けいはん医療生協組織部内☎882・
5025）

募　集
マジック
第1土曜日午前10時～正午、中央高齢
者福祉センター、初心者歓迎、￥半年
1200円、見学・体験随時。
問　「市老連趣味の部マジッククラブ・
ハピネス」・中尾（☎090・1021・6957）
多文化フェスタ
○ステージ部門…12月16日（土）午前
9時～午後3時、アルカスホール・電通大
駅前キャンパス、①応募参加団体による
コンテスト方式②コンテスト以外、いず
れも1チーム5分（出入りを含む）、定員
35組、￥5000円。
○模擬店…1店舗につき￥2000円、会
場での調理はできません。
申込・問　申込書類（寝屋川市国際交
流協会のホームページからダウンロー
ド）を10月31日（火）＝必着＝までに実
行委員会（寝屋川市国際交流協会内☎
811・5935）
詩吟
第1・3水曜日午後5時～7時、八坂公民
館、流派を問わない創作漢詩・出前吟な
ど吟力向上に励んでいます、￥月1000
円、無料体験あり。
問　「新興吟詠会」・谷口（☎828・1819）
神経筋難病患者家族交流会
毎月第3木曜日午後1時30分～3時30
分（8月を除く）、総合センター、￥年
1500円、体験あり。
問　「ひまわり会」・原田（☎090・6377・
7705）
詩吟
第2・4金曜日午後2時～4時30分、東北
コミュニティセンター（成田町）、ストレ
ス解消や歴史の勉強など、￥月1500
円、無料体験あり。
問　「浪速岳風会」・小寺（☎823・
3146）
着付け
第2・4水曜日午後１時30分～５時（月2
回）、エスポアール、浴衣・ひも２本・半幅
帯・帯板・だて締めを持って来てください。
問　「桐華」・浅野（☎８２８・４７１７）
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
ながらいっしょに歌いませんか、￥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

母子家庭等就業・自立支援センターを
利用してください
就職や転職、職場の悩みなどについて

相談を受け付けます。
月～土曜日午前10時～午後4時（要予
約）、谷町福祉センター6階（大阪市谷
町六丁目）、求人の情報提供・職業紹介・
面接に備えた就職セミナー・ヘルパー派
遣など。
◎保育あります（2歳～就学前の子ども）。
申込・問　府母子家庭等就業・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）
個人事業税の第１期納期限は
８月31日（木）
８月に第１期分と第２期分の納付書を
送付しますので、納期限までに納めてく
ださい。


