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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
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。

市民情報ひろば

【原稿締切日のお知らせ】
○1月号…11月9日（火）
○2月号…12月7日（火）
※￥は活動にかかる費用です。

イベント
カウンセラー養成講座体験・説明会
①11月9日午前10時30分～正午②16
日午前10時30分～正午・午後7時～8時
30分、いずれも火曜日、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）
保護猫の譲渡会
11月13日（土）午後2時～4時、黒猫ハ

ウス（枚方市北中振一丁目8番13号）、
愛情をもって終生大事に飼育してくれる
人。
問　「寝屋川さくらねこの会」・平井（☎
090・5098・8578）
ボーイスカウト１日体験
11月14日（日）午前10時～午後1時＝雨
天中止、秦公民館、小学校1年生～5年
生、￥無料。
問　「ボーイスカウト寝屋川第1団」・石﨑
（☎823・6350）
戦争・原爆展
11月14日（日）午前11時…資料・パネル
展、午後1時30分…オカリナ演奏・朗読・
被爆体験とフリージャーナリスト西谷文
和さん講演、市民会館、￥無料。
問　「寝屋川戦争・原爆展実行委員
会」・仲村（☎828・4730）
寝屋川囲碁将棋まつり
11月23日（祝）午前10時～午後5時、市
民会館、初心者から高段者まで楽しめま
す、￥一般1500円・高校生以下800円、
完全予約制、詳しくはホームページを見
てください。
申込・問　寝屋川囲碁将棋連盟（☎
800・6802）
百楽の会
12月6日（月）午後1時（開場は午後0時
30分）、アルカスホール、落語８席（相撲

甚句）、大阪府民、￥無料。
問　「百楽の会」・谷口（☎828・1819）

募　集
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）

公共機関・団体

11月10日～16日は
アルコール関連問題啓発週間
アルコール依存症は、飲酒のコントロー
ルができなくなる病気です。本人や家族
だけで抱え込まず、相談してください。
＜依存症の相談窓口＞
〇�大阪府こころの健康総合センター�
…相談支援・依存症対策課☎06・
6691・2818＝平日午前９時～午後５
時45分（第２・第４土曜は午後５時30
分まで）
〇�おおさか依存症土日ホットライン…☎
0570・061・999＝土・日曜日午後１時
～５時
〇�市保健予防課…☎８１２・２３６２＝平日
午前９時～午後５時30分

問　府地域保健課（☎06・６９４４・７５２４）
11月25日～12月１日は
犯罪被害者週間
犯罪被害者などが置かれている状況や
犯罪被害者などの名誉又は生活の平穏
への配慮の重要性などについて、理解

を深めるために行います。
＜犯罪被害者支援＞
認定ＮＰＯ法人�大阪被害者支援アドボ
カシーセンターでは、事件・事故の被害
に遭った人への相談、付き添いなどの支
援を無料・秘密厳守で行っています。
問　大阪被害者支援アドボカシーセン
ター（☎０５７０・７８３・５５４）
枚方税務署からのお知らせ
＜消費税のインボイス制度＞
令和5年10月1日からインボイス制度が
導入されます。インボイスを交付する事
業者となるには事前に登録申請が必要
です。詳しくは、国税庁ホームページ「イ
ンボイス制度特設サイト」を見てくださ
い。
＜税についての習字展＞
市内小学生の税についての習字展を
「税を考える週間」に開催します。11月
11日～17日、市役所正面玄関ホール。
問　枚方税務署（☎844・9521）
個人事業税の第2期納期限は
11月30日（火）
納付書を破損・紛失したときは連絡して
ください。
※�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

付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・
1331）
中小企業退職金共済（中退共）制度
中退共制度は、掛け金は全額非課税、
手数料も不要です。外部積立型で管理
も簡単、パートタイマーや家族従業員も
加入できます（対象外あり）。
※詳しくは問い合わせてください。
問　中退共大阪コーナー（☎06・6536・
1851）
11月は「こころの再生」府民運動推
進月間～みんなのこころをつなぐお
かげさん～
人は一人では生きていけません。周り
の人に感謝のこころを忘れない。これが
「おかげさんでを大切に」です。
みなさんも、感謝を伝える「おかげさん」
で、大切な誰かを労ってみてはどうでしょ
うか。
問　府教育庁教育総務企画課（☎06・
6944・8042）

　「市民情報ひろば」は、市民の皆
さんの情報交換の場です。市の行
事と関わりはありません。内容は直
接問い合わせてください。
　政治・宗教・営利を目的としたも
のは掲載できません。同一イベント
の掲載は１回、会員募集の掲載は６
か月に１回が限度です。発行日以
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
編集や掲載ができないこともあり
ます。
◎�原稿の締切日は、掲載号の約２
か月前です。
　掲載について、詳しくは企画三課
に問い合わせてください。

ハローワークインターネットサービ
スが便利になりました
「求職者マイページ」を開設するといろ
いろなサービスを利用できます。
＜求職者＞
〇検索条件・お気に入り求人の保存
〇応募先企業とメッセージ
〇応募した求人の選考結果の確認
〇�求職情報の変更
〇求職の有効・無効の切り替え
＜事業所＞
〇求人のオンライン申し込み
〇�求職者がオンラインで応募したとき
の、応募書類の管理や採否入力
各種手続きのオンライン化に伴い、求人
申込窓口の受付時間が午後4時まで（雇
用保険の各種届出も含む）に変更となり
ました。
※�詳しくはハローワークイン
ターネットサービス（右の
QRコード）を見てくださ
い。
問　ハローワーク枚方職業相談部門�
＜☎841・3363（部門コード41＃）＞
介護就職デイ
＜介護就職説明会＆施設説明会＞
枚方市・寝屋川市・交野市内の介護・障
害者施設などによる就職面接会です。
合計12施設が参加予定、施設説明や施
設見学の申し込みもできます。
11月29日（月）午前10時～正午・午後2
時～4時、ハローワーク枚方セミナールー
ム（枚方ビオルネ6階）、履歴書・ハロー
ワーク紹介状（当日発行可）が必要。
※�面接枠に空きがあれば当日参加でき
ます。
申込・問　直接窓口又は電話でハロー
ワーク枚方人材確保対策コーナー＜☎
841・3363（部門コード44♯）＝平日午
前8時30分～午後5時15分＞
社会保険料（国民年金保険料）の控除
令和3年1月1日～12月31日に納めた国
民年金保険料の全額が、社会保険料控
除として令和3年中の所得から控除され
ます。自身の保険料だけでなく、配偶者
や家族が負担すべき国民年金保険料を
支払っているときは、その保険料も合わ
せて控除が受けられます。
令和3年1月1日～９月30日に保険料を
納めた人には、11月上旬に日本年金機
構本部から「社会保険料（国民年金保
険料）控除証明書」が送付されますの
で、年末調整や確定申告のときに提出し
てください。
問　ねんきん定期便・ねんきんネット等
専用ダイヤル（☎0570・058・555）又は
枚方年金事務所（☎846・5011）
検察審査員に選ばれたら協力を
交通事故、詐欺などの被害に遭ったの
に、検察官がその被疑者（加害者）を裁

判にかけず、その処分が正しかったかど
うかを審査する機関が「検察審査会」で
す。検察審査会では、11人の審査員が
この審査をします。審査員は、選挙権を
持っている皆さんの中から「くじ」で選ば
れます。審査員に選ばれたときは、国民
の代表として協力をお願いします。
※詳しくは問い合わせてください。
問　大阪第一・第二・第三・第四検察審
査会事務局（☎06・6316・2983）
女性の人権ホットライン強化週間
女性の人権問題を解決するための相談
を受け付けます。秘密は守ります。
○�期間…11月12日～18日の午前８時
30分～午後７時（土・日曜日は午前10
時～午後５時）
○専用電話番号…☎0570・070・810
○�相談内容…夫・パートナーからの暴力
や職場などのセクシュアル・ハラスメン
ト、ストーカー行為など
○�相談員…法務局職員及び人権擁護
委員
問　大阪法務局人権擁護部（☎06・
6942・9496）
労働保険の成立手続きは
済んでいますか
労働者を1人でも雇用している事業主
は、労働保険に加入する義務がありま
す。未加入の事業主はすぐに手続きをし
てください。
※�詳しくは大阪労働局のホームページ
を見てください。
問　大阪労働局労働保険適用・事務組
合課（☎06・4790・6340）
行政書士無料相談会
11月3日（祝）午後1時～3時、アルカス
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」・西尾（☎821・4760）
市民健康セミナー
＜コロナに負けるな！～食事と運動で健
康な身体作り～＞
11月11日（木）午後2時（受付は午後1
時30分から）、門真市立公民館（門真市
新橋町）、①元気に年齢を重ねるための
食事②健康体操～コロナで運動不足に
なっていませんか～。
＜あなたに聞いてほしいおしっこの話＞
12月1日（水）午後1時（受付は午後0時
30分から）、守口市東部エリアコミュニ
ティセンター（守口市大久保町）、①知っ
て安心おしっこの悩み②排尿ケアチーム
～こんな活動しています～③やってみよ
う尿もれ予防体操。
　　※　　　　　　　　　　　※
いずれも定員50人（申込順）、￥無料。
申込・問　電話で松下記念病院患者支
援連携センター（☎06・6992・1231＝
平日午後1時～4時）

脳機能チェックイベント
11月30日・令和4年2月22日、いずれも
火曜日午前11時～午後0時30分（計2
回）、大阪国際大学守口キャンパス（守
口市藤田町）、65歳以上の人10人、￥
3000円。
※�参加要件があります。詳しくは問い合
わせてください。
申込　11月22日～25日に
右のQRコード
問　大阪国際大学地域協
働センター（☎06・6902・
0617）
寝屋川公園イベント
＜①寝屋川公園ミニフェスティバル＞
11月3日（祝）午前10時～午後2時、キッ
クターゲットやグラブ作りなど。
※ブースによっては有料、予約が必要。
＜②公園の四季を楽しむ散歩倶楽部＞
11月15日（月）午前10時～正午、グラ
デーションの葉っぱとその不思議、定員
20人（先着順）、￥無料。
＜③ネヤガワMIX�ALIVE

＆るらるマーケット＞
11月6日（土）午前10時～午後4時、学
生によるバンド・ダンス・フリーマーケット。
　　※　　　　　　　　　　　※
※�駐車場は有料です。詳しくはホーム
ページを見てください。
申込・問　①②電話で寝屋川公園管理
事務所（☎824・8800＝午前9時～午後
5時）③るらるマーケット（☎050・3177・
5176）
深北緑地イベント
＜①深北の日（ボランティアデー）＞
11月7日…外環清掃・12月5日…落ち葉
集め・たい肥作り、いずれも日曜日午前9
時30分～10時30分。
＜②まちかどプランツ＞
11月13日…リース材料のクズわら集め・
20日…段々花壇作り、いずれも土曜日午
前10時～11時。
＜③ポケットマルシェ＞
11月13日～14日の午前10時～午後4
時、雑貨・ハンドメイド・木工製品・フラ
ワー・フードの販売。
＜④フィカタックの
チャレンジミッション＞
11月14日（日）午前10時～11時、ミッショ
ン「いろいろな色の葉っぱを探せ」、定員
15人（先着順）。
＜⑤クリスマスリース作り＞
11月28日（日）午前10時～11時、クズわ
らに木の実を飾ってクリスマスリース作
り、定員15人（申込順）、￥300円。
　　※　　　　　　　　　　　※�
①～④雨天中止、￥無料。
申込・問　①～④当日直接⑤電話で11
月4日（木）午前10時から深北緑地管理
事務所（☎877・7471）


