インフォメーション

市からのお知らせ

カウンセラー養成講座体験・説明会
市民情報ひろば、公共機関・団
体に掲載しているイベントは、
新型コロナウイルスの影響で中
止又は内容が変更となる場合が

安全・安心

あります。事前に各団体にご確
認いただくようお願いします。

5 月 17 日・24 日、いずれも月曜日午

前 10 時 30 分～正午、ラポールひら

かた（枚方市新町）、対人関係など心
理学を中心とした心の働きを学習し

ます、定員 15 人（申込順）、 ￥ 無料。
申込・問

NPO 法人「京阪総合カウ

ンセリング」（☎ 814・7140）
オーケストラ

税・保険・年金

○7月号…5月13日
（木）

問 「寝屋川市民管弦楽団」
・河合（☎

健康・福祉
人
権
子育て・教育

→打上・四辻→寝屋古墳→東高野街道
→正法寺→寝屋バス停、いずれも金曜

日、定員 40 人（先着順）、￥ ①② 100

円③ 200 円。
アウトドア・
スポーツ

申込

当日直接

問 「府文化財愛護推進委員寝屋川地
区」・堀（☎ 802・2350）

文化・交流

公共機関・団体
自動車税の納期限は5月31日（月）

公共機関・団体
市民情報ひろば

府の指定金融機関、府内の郵便局、

コンビニエンスストア、府税事務
所、クレジットカード（インター
ネットによる手続き）、ペイジー
（ゆうちょ銀行を除く府税収納を扱
う金融機関）などで納期限までに納
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生、 ￥ 月 500 円。

さい。

壁（☎ 090・1571・9722）

080・8821・9728）

募

集

第 1 日曜日午前 9 時 30 分～正午、市
民会館、初心者～初級者の幼小児～中
学生の子どもと保護者（子ども・保護
者のみの参加可）、 ￥ 無料。

碁将棋連盟（☎ 800・6802）

コース…市立埋蔵文化財資料館集合

を学びコミュニケーション能力を高

分（第2・4土曜日は午後5時30分ま
で）③土・日曜日午後1時～5時
問

大阪府地域保健課（☎06・

ローワークで受け付けた数十万件の

分、エスポアール、「石宝殿古墳と北
1 時 30 分、
「旧街道の面影を求めて」、

分、市内小・中学校など、体の使い方

時30分②平日午前9時～午後5時45

申込・問 「レジリエンスソウル」
・眞

申込・問

河内の終末期古墳」、③ 7 月 9 日午後

毎週土・日曜日の午前 9 時～ 10 時 30

〇開設時間…①平日午前9時～午後5

指定（席は選べません）、マスク着用、

ン交響曲第 7 番ほか、 ￥ 無料、座席

社（池田中町）、「菅原神社本殿の特

徴と彩色」、② 6 月 11 日午後 1 時 30

野球キッズクラス

者マイページ」が便利です

囲碁将棋親子教室

① 5 月 14 日午後 2 時 30 分、菅原神

（☎ 090・4490・5587）

※詳しくはホームページを見てくだ

※ ￥は活動にかかる費用です。

市民歴史講座

0570・061・999）

おさか依存症土日ホットライン（☎

後 1 時から）、市民会館、ベートーベ

○8月号…6月10日
（木）

イベント

申込・問 「ハッピーマジック」
・清岡

3 か月 3000 円、見学歓迎。

6944・7524）

発熱・体調不良の人は入場不可。
【原稿締切日のお知らせ】

ンター（☎06・6691・2818）③お

めます、幼稚園年少児～小学校 1 年

5 月 23 日（日）午後 2 時（開場は午

市民情報ひろば

南京玉すだれを基本から学びます、￥

5 月 2 日（日）は当日直接、

6 月 6 日（日）からは電話で寝屋川囲
詩吟

第 1・3 水曜日午後 2 時～ 5 時、エス

ポアール、流派を問わない創作漢詩・
出前吟など、￥ 月 1000 円、無料体験
あり。

申込・問 「新興吟詠会」・谷口（☎
828・1819）
マジック

第 2・4 木曜日午後 1 時～ 3 時、エス

スマートフォン決済アプリ「payB」
「LINE Pay請求書支払い」「楽天銀

行コンビニ支払サービス」を利用し
て納付することもできます。
問

自動車税コールセンター（☎

0570・020156）
５月14日～20日

ギャンブル等依存症問題啓発週間
あなた自身や周りの人で、ギャンブ
ルなどをやめたくてもやめられない

求職者マイページでは、全国のハ
求人をスマートフォンなどで検索で
きます。

※求 職者マイページの開設には窓口
での手続きが必要です。詳しく

「市民情報ひろば」
は、市民の

は、ハローワークインターネット

皆さんの情報交換の場です。市

サービスを見てください。

の行事と関わりはありません。内

日以前に行われるイベントや定
員のある催しの申込開始日又は
申込終了日が発行日以前のとき
は掲載できませんので、早めに連
絡してください。誌面に限りがあ
るため、記事の編集や掲載がで

問

ハローワーク枚方（☎841・

3363部門コード41＃）

雇用保険の届け出は電子申請で
ハローワークの窓口に行かなくても

24時間いつでも届け出ができます。
詳しくは厚生労働省のホームページを
見てください。

問

ハローワーク枚方（☎841・

3363部門コード21＃）
行政書士無料相談会

5月3日（祝）午後1時～3時、アル

や家族で抱え込まず、相談してくだ
さい。

府では、「ギャンブル等依存症問題
啓発週間」に合わせて、依存症の正
しい知識の普及と理解を深めるため
の取り組みを行います。詳しくは、
「大阪依存症包括支援拠点」のホー
ムページを見てください。

〇電話相談…①市保健所（☎812・

2362）②大阪府こころの健康総合セ

最寄りの労働基準監督署又は大

阪労働局労災補償課（☎06・6949・
6507）

河川愛護モニター募集
7月～令和4年6月、淀川に行き、見
たこと・感じたことを月１回以上レ
ポート報告、20歳以上の淀川近辺に

在住の市民でインターネットを利用

できる人若干名、謝礼月4500円程
度。

5月31日（月）までに淀川河

川事務所ホームページ
問

カスホール、遺言書・相続・成年後
見・内容証明の作成など。
申込・問

電話で「大阪府行政書

士会枚方支部」・渋谷（☎814・
9920）

淀川河川事務所管理課（☎

Zoomによるオンライン配信、成年

後見制度を利用していない府民50
人（申込順、定員に達し次第受付終
了）。

申込・問

5月6日～14日にメール

（アドレスと記載事項は問い合わせ
てください）で大阪家庭裁判所総務
課広報係（☎06・6943・5692＝

職場で新型コロナウイルスに
感染した人へ
労災保険では、感染経路が①業務に
よることが明らかなとき②不明のと
きでも感染リスクが高い業務に従事
し、それにより感染した可能性が高
いときなど、業務によって感染した

6月19日～12月４日の午後1時～5
時（計21回）、府立福祉情報コミュ

ニケーションセンター（大阪市東成
区中道一丁目）、府内在住・在職・
在学の人で要約筆記者として活動す
る意思のある人①手書きコース②パ

ソコンコース、各12人程度（受講
判定試験）、無料（テキスト代が必
要）。
申込

受講申込書を郵送又は府ホー

ムページで5月10日（月）＝消印有
効＝までに特定非営利活動法人大阪

府中途失聴・難聴者協会（〒562―
0023箕面市粟生間谷西二丁目2番6号
橘髙方）
問

時）

太陽光パネル・蓄電池の共同購入
みんなでまとめて購入するため、お
得になります。日々の生活に使う電
気を自宅の屋根で発電できる太陽光
パネル、そして発電した電気を夜間
も有効に活用し災害時にも役立つ蓄
電池を、自宅で過ごす時間が増える
この機会に購入しませんか。

○期間…７月19日（月）まで

※詳 しくは府ホームページを見てく
ださい。

問 おおさかみんなのおうちに太陽光
事務局＜☎0120・758・300（携帯電
話からは☎0570・075・300）＞
再エネ100％電力切替え

申込

要約筆記者養成講座

か月前です。

と悩んでいる人はいませんか。本人

ページを見てください。

問

後5時）

◎原稿の締切日は、掲載号の約２

課に問い合わせてください。

※詳 し く は 、 厚 生 労 働 省 の ホ ー ム

土・日曜日、祝日を除く午前9時～午

きないこともあります。

掲載について、詳しくは企画三

す。

5月18日（火）午後2時～3時頃、

のは掲載できません。同一イベン
は６か月に１回が限度です。発行

が明らかなときを除き対象となりま

成年後見制度説明会

政治・宗教・営利を目的としたも
トの掲載は１回、会員募集の掲載

療従事者は、業務外で感染したこと

843・2861）

容は直接問い合わせてください。

ポアール、不思議で楽しいマジックや

めてください。

就職活動にはハローワークの「求職

ときは労災保険給付の対象です。医

府民お問合せセンター（☎06・

6910・8001＝平日午前9時～午後6

キャンペーン
府内事業者(個人事業者含む)を対象
に、府と協定を締結した発電事業者
とのマッチングを支援しています。
環境活動で企業価値を高めたい、地
球にやさしい経営をしたいと考える
事業者の皆さんは、再エネ１００％

電力への切り替えを検討しません
か。

※詳しくは府ホームページを見てくだ
さい。

問

府エネルギー政策課（☎06・

6210・9254）

寝屋川ふれあい基金
市内で行う青少年の健全育成活動
や、高齢者の社会教育活動を助成し
ます。

〇交付予定…７月

〇対象…スポーツ・文化・芸術など
の分野で①青少年の健全育成活動を
行う団体又は個人②高齢者の社会教
育活動を行う団体又は個人

〇助成予定金額…団体＝１件10万
円・個人＝１件５万円
申請・問

郵送で5月14日（金）＝

消印有効＝までに株式会社りそな銀
行信託ビジネス部公益信託担当（〒

135―8581東京都江東区木場一丁
目5番65号深川ギャザリアW2棟☎
03・6704・3359）

※申請書は、電話で株式会社りそな
銀行信託ビジネス部公益信託担当へ
請求、又はりそな銀行ホームページ
からダウンロードしてください。
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