広報かどま

健

新型コロナ感染症拡大防止に

康
どの薬物には、依存症や幻覚、

妄想に伴う自傷、他害の危険性

があります。

また「合法ドラッグ」などと

称し、合法ハーブやお香、アロ

マオイルなど危険ではないよう

に偽装した薬物が広く売られて

います。どれも精神や身体に重

大な危害を及ぼし、時には死に

薬物乱用の恐ろしさを理解し、

至る危険な薬物です。

※「愛の血液助け合い運動」も

実施

問合先

門真市社会福祉協議会

☎０６（６９０２）６４５３

北河内夜間救急センターが移設

「北河内こども夜間救急センタ

ー」へ改称

北河内夜間救急センターは、

子 育 て

低所得の子育て世帯に対する

ムページ参照

※申請方法など詳しくは市ホー

児童手当・特例給付現況届の

提出はお済みですか

児童手当・特例給付現況届は、

す。未提出の人は、 月期の手

子育て世帯生活支援特別給付

当を受け取ることができないた

６月 日㈬までに提出が必要で

新型コロナ感染症の影響が長

め、至急提出してください。

金（ひとり親世帯以外の世帯）

期化する中で、低所得の子育て

また、記入漏れなどにより市

歳年度末までの児童が対象。 から連絡した際に、連絡内容へ

世帯に対し、児童１人あたり５

万円を支給します。

10

30

伴う定期予防接種の接種期間

を延長

次のすべてを満たす人

日

31

対象

日～４年３月

に定期予防接種期限を迎えた、

※
の対応がない場合、 月期の支

市立ひらかた病院に隣接する枚

払いができないためご注意くだ

方市医師会館へ移設します。

特別児童扶養手当の対象児童

薬物乱用を許さない社会を作り

の場合、 歳年度末までが対

ましょう。

９月１日㈬

移設・名称変更日

18

①２年５月

あるいは迎える市在住の人

問合先 健康増進課
10

②新型コロナ感染症拡大のリス

クを考慮したため定期予防接

７月９日㈮に振り込み

種を受けられなかったと医師

☎０６（６９０４）６５００

※がん検診無料クーポン券は５月末に対象の人へ送付しました。有効期限は４年３月31日㈭
※個別のがん検診は市内取扱医療機関に直接予約
予約方法 電話または直接 予約・問合先 健康増進課 ☎０６(６９０４)６５００

20

さい。

健康増進課

◆個別および集団での各種がん検診を受診する人で、検診日当日に次のいずれかを満たす人は検診費用を免除
①70歳以上の人②市民税非課税世帯の人（世帯全員が非課税）③生活保護受給者
※②③は、予約時に申し出。②は健康増進課で税情報を確認するため同意書に記入が必要。③は受診時に生活保護証明
書が必要

象

申込・問合先

かくたん

※８月 日㈫までは枚方市保健

地域子育て支援センターひよこる～む
☎０６(６９０４)８６０１

◦肺…100円
問診、レントゲン ◦喀痰細胞診…300円
かくたん
直接撮影
※喀痰細胞診は必要
な人に実施

☎０６（６９０４）６４００

※詳しい時間と内容は問い合わせ

★乳幼児健診は不要不急の外出ではありません。体調のよい方は、予定
通りに受診しましょう。
★新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、再度中止の可能性があり
ます。最新の情報は、市ホームページなどでお知らせします。
（「門真市 乳幼児健診」「門真市「離乳食講習会」などで検索）
★子どもの発育・発達や育児などでご心配なことがありましたら、健康
増進課までお気軽にご連絡ください。

結核検診
◦９月29日㈬午前のみ…保健福祉センター
（15歳〜39歳の人） ※予約期限は９月17日㈮
◦10月26日㈫午前のみ…保健福祉センター
※予約期限は10月15日㈮
※特定健診と同日開催
肺がん検診
※受付は午前９時20分
（40歳以上の人）

◦胃…問診、バリ
ウム服用レント
◦胃…800円
ゲン撮影
◦大腸…300円
◦大腸…問診、便
潜血検査

が認めた人で、接種日時点で

昔遊びをしよう！
未就学児

◦女性日…７月21日㈬、９月３日㈮
◦男性日…９月６日㈪、10月５日㈫
保健福祉センター
※胃がん検診の受付は午前９時～11時
※大腸がん検診の受付は午前10時45分～11時30分

31

22

市役所の時間外・日曜相談窓口（７月）
相談内容

とき

持ち物・業務内容・問合先など

業務内容 マイナンバーカードの交付・
７月９日㈮
再交付、電子証明書の発行・更新、暗
午後５時30分
証番号の再設定・ロック解除、マイナ
～７時、
ンバーに関する相談
マイナンバー ７月11日㈰・
※混雑時には待ち時間が発生することが
25日㈰
あります。あらかじめご了承ください
午前９時～正
相談・問合先
午
市民課 ☎０６(６９０２)５９８３

国民年金
胃・大腸がん検診
（40歳以上の人）
※10月以降は対象が
50歳以上の人へ変
更

提出・問合先 こども政策課

30日㈮

保健福祉センター

※予約制

◦40歳～49歳（２方
乳がん検診
８月10日㈫・26日㈭保健福祉センター
問診、マンモグラ
向撮影）…1500円
（40歳以上の女性） ※受付は午前９時40分～11時20分、午後０時45分～２時 フィ
◦50歳以上（１方向
※受診は２年に１度
20分
※視触診は廃止
撮影）…1200円

※同給付金（ひとり親分）を受

お誕生日会

問診、視診、細胞 け い
診（頸部のみ）、 頸部のみ500円
内診

センター４階で診療

26日㈪

栄養相談
※相談員は市栄養士

費用

市在住の人

２歳からのつどい（ひよこＢ）
２歳～未就学児

内容

子宮がん検診
９月７日㈫・22日㈬保健福祉センター
（20歳以上の女性） ※受付は午後１時～２時45分
※受診は２年に１度 ※９月７日㈫は一時保育あり

☎０６（６９０２）６１８６

21日㈬

保健福祉センター
※時間は午後１時～３時
※平日のみ。日曜日、祝日の
相談は当面の間中止

とき・ところ

給済の児童は対象外

あかちゃんのつどい（ぐんぐん）
９～11カ月の赤ちゃん

健康相談（無料）
対象 40歳以上の 月・金曜日の相談
人とその家族
※相談員は市保健師
※予約制

申請期限 ４年２月 日㈪

16日㈮

当面の間中止

枚方市役所健康福祉総務課

12日㈪

２歳からのつどい（ひよこＡ）
２歳～未就学児

妊産婦・乳幼児健康相談
※予約制

必要
※７月15日㈭から 支給決定後、随時
受付開始

対象年齢の基準は 年度末年齢 になりました ※予約制。予約受付中のため、希望日に予約できない場合あり

問合先

あかちゃんのつどい（のびのび）
生後０～５カ月の赤ちゃん

午後１時～２時30分
保健福祉センター

検診名・対象

愛の献血

８日㈭

ゆうゆう・にこにこ・すくすく健診
※予約制

各 種 検 診（ 集 団 検 診 ）

い合わせ

☎０６(６９０２)６０９５

28

15歳年度末経過後～18歳年度末
までの児童のみ養育する父母な
どであって、３年度分住民税（
均等割）が非課税の人

18歳年度末までの児童を養育す
る父母などで、新型コロナ感染
症の影響を受けて、１月１日以
降の収入が急変し、住民税非課
税相当の収入となった人

※該当する人は健康増進課に問

小学４年生～
中学生

左表参照

考える防災教室＆ガス管で作
る万華鏡

対象・申請・支給時期

大阪ガス㈱北東部導管部
地域コミュニティ室

☎０７２（８４１）１３１９

午後１時～２時30分
午後３時～４時30分

16

日㈮

29日㈰

７月

小学１～３年生

不要

午前 時～正午、午後１時～

親子で楽しめる自販機体験

７月26日㈪以降
児童手当または特別児童
扶養手当の口座に振込み

30 10

とき

ダイドードリンコ㈱

４月分の児童手当または特別児
童扶養手当受給者のうち、３年
度分の住民税（均等割）が非課
税の人

支給時期

４時 分

午後１時～２時30分
午後３時～４時30分

申請

薬物乱用は「ダメ、ゼッタイ」

あかちゃんのつどい（すくすく）
６～８カ月の赤ちゃん

ところ 京阪古川橋駅前広場

７日㈬

麻薬、ＭＤＭＡ、覚せい剤な

22日㈰

５日㈭…保健福祉センター
※時間は午後１時～２時30分

れる怪しい儲け話に騙されな

小学１～４年生

３歳６か月児健康診査
対象 29年11月生まれ
個別に通知

ていたら、サイトの広告に「

２日㈮

１歳のつどい
１歳のこども

いよう注意しましょう。

内容・対象

一日数分の簡単作業で高額収

とき（7月）

消費生活

夏休み特別企画
たのしく学ぼう消防の仕事

３日㈫…保健福祉センター
※時間は午後１時15分～２時
45分

消費生活センター

守口市門真市消防組合
門真消防署

２歳６か月児歯科健康診査
対象 30年12月生まれ
個別に通知

入」「スマホがあれば誰でも

15日㈰ 午後２時～４時

１歳６か月児健康診査
①20日㈮…保健福祉センター
対象 ①２年１月１日～20日生まれ
②31日㈫…保健福祉センター
②２年１月21日～２月10日生まれ
※時間は午後１時～２時30分
個別に通知

☎０６（６９０２）７２４９

申込方法 平日午前９時～午
後４時に電話
※受付は各開催日の２週間前
から開始

問合先

小学５・６年生

23日㈪…保健福祉センター
24日㈫…市民プラザ
※時間は午後１時～２時30分

儲けられる」と書かれていた

広告をつくってみよう！

４か月児健康診査
対象 ３年４月生まれ
個別に通知

ので問い合わせてみた。「ネ

ひよこる～むのイベント

ット転売は簡単にできる副業。

㈱博報堂

とき・ところ・受付時間

廃食用油を回収

８日㈰ 午後１時～２時30分

容

高額収入を約束する」と勧め

中学生

こども政策課

消費生活センターへの来所が

英語が話せるコツを伝授！
～ニュージーランド留学を通
して～

問合先

石けんの原料としてリサイク

対象

大阪樟蔭女子大学

☎０７２(８８７)６６２１

万円で契約した。すぐにＰ

申し込みフォーム
はこちらから

内容

健診など の あ ん な い （ ８ 月 ）

申込・問合先

対象

１日㈰ 午後１時～２時30分

内

ところ 地域子育て支援セン
ターひよこる～む
（保健福祉センター３階）
対象 市在住の人
費用 無料

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金
（ひとり親世帯以外の世帯）

※15日㈰は門真消防署本署で実施

なかよし広場

られ、サポート付きプランを

申込・問合先

70

困難な人を対象に、パソコンや

誕生会

）内は協力機関

スマートフォンを利用した消費

29日㈭

７月８日㈭

親子で遊ぼう！（脇田こども学園）

ルし、活用しましょう。

28日㈬

とき

お話サロン「みんなでお話しましょう！」

ＤＦ形式の情報商材が届き、

27日㈫

そのマニュアル通り作業を行

親子ふれあい遊び（麦の子共同保育園）

生活オンライン相談を実施して

21日㈬

11

います。

親子でえほん

10

時

20日㈫

午前 時～

親子でEnglish

※事前申込不要

15日㈭

い、サポートも受けたが全く

親子で遊ぼう！（うちこしこども園）

儲からない。

14日㈬

市ホームページから

小麦粉ねんど

実施企業など

市在住の人

13日㈫

とき（８月）

対象

車でGo!

申込方法

９日㈮

ところ 市役所別館北側

親子で遊ぼう！（三ツ島保育園）

場所
イズミヤ門真店３階

※荒天時の場合は中止

８日㈭

申込方法 各開催日の２週間前までに専用申込フ
ォームから申し込み。申込多数の場合は抽選

副業や投資などで高額収

親子で遊ぼう！（大阪ひがし幼稚園）

入を得るためのノウハウなど

親子で遊ぼう！（智鳥保育園）

７日㈬

回答

２日㈮

予約申し込み

わくわく工作「七夕」

公民連携子どもの居場所 子どもLOBBY
キャリア教育イベント ８月

※詳しくは市ホームページ参照

１日㈭

左から坂本千花さん（四宮小２年）
、千坂晴夏
さん（脇田小３年）
、四本翼さん（東小５年）

※ラー油、ごま油は対象外

※（

催しの内容

５・６年の部

とき（７月）

入選作品

◆なかよし広場の利用時間
◦午前10時～11時30分
◦午後１時～２時
◦午後２時30分～３時30分
◆催しの開催時間
午前10時30分～11時

３・４年の部

ところ 市民プラザ
対象 市在住の３歳以下の
子どもと保護者
費用 無料
申込方法 前日午後３時30
分～５時に電話

入選作品

なかよし広場

問合先

Ⓒゆでたまご

と称して、役に立たない情報

問合先 砂子みなみこども園 ☎０７２(８８２)０６６８
上野口保育園 ☎０７２(８８２)０３７２
浜町保育園 ☎０６(４３０４)４０１５

を高額で売りつける悪質な手

◆ひまわりクラブは７月・８月はお休み
次回は９月３日㈮を予定しています。

門真市消費生活研究会・葭田

入選作品の応募者３人に賞状の授与と海洋堂
から提供を受けた記念品の贈呈を行いました。

１・２年の部

※申込方法 ７月１日㈭～各
開催日の前日に浜町保育園
へ電話

入選作品の応募者へ賞状を授与

☎０９０（２１０１）５９４４

保健福祉セン
ター

口です。スマホ一つで誰でも

14日㈬

簡単に稼げる方法など絶対に

なかよし広場

ありません。ネット上にあふ

６日㈫

子どもを守る正義の味方
バーン・オルカ

ところ

入選作品

とき（７月）

◆あそびのひろばはお休み中
◆子育て相談は各園で受付中
新型コロナ感染拡大防止の
ため、電話で受け付けていま
す。些細なことでも気軽に相
談してください。
とき
◦月～金曜日…午前９時～午
後５時
◦土曜日…午前９時～正午

者のゆでたまご先生が１つのキャ
ラクターを作成し、イメージキャ
ラクターの「バーン・オルカ」が
誕生しました。
応募作品はすべてイズミヤ門真
店１階に展示しています。

「必ず儲かる」って本当？

◆あおぞら 保 育

デザインは、門真の子どもを守
る正義の味方で力強いヒーローを
コンセプトに市在住の小学生から
募集し、応募のあった272作品の
中から３作品を選定しました。そ
の３作品を基に「キン肉マン」作

ネットの怪しい儲け話にご注意

「すくすくひよこナビ」にイベントのお知らせや
あおぞら保育ニュースを掲載しています。

子どもLOBBY
イメージキャラクターが誕生

ネットで副業を探し

～ 一緒に遊びましょう ～

相談内容

ちびっこあつまれ

6

令和３年（2021 年）７月号

消費生活オンライン相談

7

持ち物
年金手帳またはマイナンバーカードな
７月25日㈰
ど
午前10時～午 ※離職した人、代理人の申請時は別途必
後３時
要書類あり
相談・問合先
市民課 ☎０６(６９０２)６００５

７月25日㈰
午前10時～午
市税・国民健
持ち物
後３時、
康保険料・後
運転免許証など本人確認ができる物
７月27日㈫～
期高齢者医療
相談・問合先 収納課
30日㈮
保険料納付
☎０６(６９０２)５９３５
午後５時30分
～７時30分

南部市民センター内サービスコーナーをご利用ください

取扱
内容

◦平日…住民票の写し、住民票記載事項証明書、印鑑登録証
明書、戸籍謄本・抄本、戸籍附票の写し、印鑑の登録と廃
止、年金現況届の証明、住居表示証明書、身分に関する証
明、不在住証明書、課税（所得）証明書
◦土・日曜日、祝日…住民票の写し、住民票記載事項証明書
印鑑登録証明書、年金現況届の証明、住居表示証明書
※月曜日が祝日の場合は休館

問合先 南部市民センター

児童扶養手当７月期（５月・６月）分

☎０７２(８８５)１１４１

こども政策課

☎０６
（６９０２）
６１８６

