
その他

施設からのお知らせ

図書ボランティア（高齢者福祉施設）募集 全5回
東淀川図書館を拠点とするボランティアグループ

に参加し、図書の貸出や紙芝居実演などの図書ボラ
ンティア活動をしてくださる方を募集します。原則と
して以下の講座を全回ご受講ください。
【日　時】①9月26日（水） ②10月10日（水） ③10月

26日（金） ④10月31日（水） ⑤11月6日（火）
①②④10:00～12:00 ③13:30～15:00 
⑤13:00～15:00

【場　所】①②④は大阪市立中央図書館、
③⑤は東淀川区内施設

【定　員】5名程度　【申　込】9月14日（金）までに電話にて
【一時保育】①②④は6名（先着順・要申込）

（対象年齢：1歳6か月～就学前）
【活動日】第4金曜日午後
【活動場所】東淀川区 淡路介護老人福祉施設「ビハーラ」など
テーブルまち歩き第2弾
～小松・瑞光 昭和のにぎわい～
3月に実施した『まち歩きガイドツアー②「梅薫る松山神社

と昭和のなごりをたどる」』を再現します。昔の写真や地図を
まじえ、まち歩きでは伝えきれなかったことをお話しします。
【日　時】8月26日（日） 14:00～15:30
【場　所】多目的室　【定　員】50名（先着順）
【講　師】東淀川区魅力発見プロジェクトメンバー
【共　催】東淀川区魅力発見プロジェクト・東淀川区役所

東淀川図書館
【問合せ】東淀川図書館（東淡路1-4-53 3階）　

6323-5476
要申込

無 料 申込不要

ふれあいバスツアー 
参加者募集

【日　時】11月8日（木） 8：45～17：30　
※雨天決行（ただし、警報が発令された場合等は中止）
【行　先】堺・大阪南部方面
【参加費】1名 3,000円（交通費、昼食代等を含む）
【対　象】区内在住で、日常生活において介助や介護

が必要な高齢者、障がいのある方
※バスで移動しますので、座位を保てる方に限ります。
【定　員】40名 ※多数抽選
【申　込】8月20日（月）～24日（金）までに、株式会社

88観光（ふれあいバスツアー企画・運営業
務請負事業者） 6311-8814まで氏名・
住所・年齢・電話番号・どのような介助・介護
が必要かをお知らせください。

【問合せ】東淀川区社会福祉協議会「ほほえみ」　
6370-1630

要申込

ハンドメイドマルシェと
ミニ縁日2018
ミニ縁日、大阪市立クラフトパーク出前体験「陶磁
器の花入れにステンシルで模様を入れよう！」など、
大人も子どもも楽しめるイベントが盛りだくさん！
【日　時】8月19日（日） 10:00～16:00（受付は15:30まで）
【体験料】100円～　
【申込・問合せ】不要（※大阪市立クラフトパーク出前

体験のみ電話・来館で事前申込必要）
東淀川区民会館（東淡路1-4-53 4階）
6379-0700

ごみ焼却工場オープンデー

東淀川区で回収されたごみの処理状況を見てい
ただけるイベントです。また、施設内でフリーマー
ケットを同時開催します。
【日　時】8月25日（土） 10:00～16:00

（最終受付は15:00）
【出店者募集】（15店程度 ※多数抽選・出店料無料）

東淀川区・都島区・淀川区・北区・旭区に在住・在
学の営利を目的としないアマチュアの方（未成
年者だけの出店は不可）
家庭で不用となった品物（※飲食物など、出店
できない品物もあります）

【申　込】往復はがきに、住所・氏名・電話番号・年齢・出店す
る品目名を記入のうえ、大阪市・八尾市・松原市

 3000-335〒（」係店出「場工淀東合組設施境環
南江口3-16-6）へ8月16日（木）必着。

【問合せ】大阪市・八尾市・松原市環境施設組合
東淀工場　 6327-4541

入場無料

ごみ減量フェスティバル「ガレージセール・イン・
OSAKA TOWN」出店者の募集 要申込無 料

形なひ「、」）形なひ（書画計続継業事「
を）成作所役区川淀東（」ルアュニマ定策PCBたい用を

もとに、BCPの基礎から作成までの道筋を学びます。
【日　時】8月31日（金） 15：00～17：00
【場　所】401会議室（区役所4階）
【対　象】区内企業・事業所　【定　員】40名（先着順）
（※1組織2名まで）　【申　込】8月27日（月）までに電話、
FAXにて、会社名・電話番号・参加者名をお知らせください。
【問合せ】地域協働　　　　　 

4809-9509 6327-1970
1階　　番9

秘密厳守
無 料

相談日 予約・問合せ先、相談内容
弁護士による
法律相談

行政書士による相談

宅地建物取引士に
よる不動産相談

司法書士による相談

9月 6・13・20・278月 2・9・16・23
広聴相談
4809-9683（相談日当日の9:00から申込開始）

全日本不動産協会大阪府本部北支部
6373-1511（月～金 10：00～16：00）

賃貸・売買契約や相続、名義変更など不動産に関する相談
行政書士会相談受付
6306-3307（月～金 10：00～16：00）

官公署に提出する許認可や登録申請、遺言や相続、
契約などの手続きの相談
司法書士事務所
0120-676-888（月～金 9：00～18：00）

簡易裁判所における訴訟代理業務、供託手続き、
登記簿手続きなどの相談
社会保険労務士事務所
4800-8125（月～金 10：00～17：00）

年金・医療、労災・雇用保険、退職・解雇、セクハラ・パワハラ
などに関する相談

子育て・教育  　　　　 4809-9852
就業など、ひとり親家庭の自立に向けた相談
離婚を考えている方、養育費に関する相談

大阪市地域就労支援センター
0120-939-783

資格・技能取得講座などの紹介、履歴書の書き方、面接の受
け方など、仕事探しのためのアドバイス・相談

13：00～17：00
9月 4・11・18・258月 7・21・28

13：00～16：00
9月 5（水）8月 1（水）

13：00～16：00

9月 12（水）8月 8（水）
13：00～16：00

9月 19（水）8月 15（水）
13：00～16：00

9月 26（水）8月 22（水）
13：00～16：00

9月 5・12・26（水）8月 1・8・22（水）
9：15～12：15

（毎週火・金）
（祝・年末年始を除く）
※ほかの曜日に相談できる場合があります。応相談

（毎週火曜・8/14を除く）

9：15～17：30

14：00～16：00（受付は15：00まで）

14：00～15：30

税理士による
税務相談

9:15～11:45は

人権啓発・相談センター
6532-7830　 6531-0666

大阪法務局人権擁護部第一課　 6942-1489
（場所）社会福祉法人水仙福祉会 水仙の家1階（小松1-12-10）
市民局人権企画課（市役所4階）
6208-7619　 6202-7073

広聴相談 　　　　 4809-9683
国の仕事やその手続き、サービスに対する意見・要望などの相談

人権出張相談

犯罪被害者等支援の
ための総合相談

人権擁護委員による
人権相談

花と緑の相談

行政相談委員による
行政相談

ひとり親家庭
サポーター
による相談

十三公園事務所 6309-0008
サバンナ堆肥を進呈しています　

社会保険労務士
による相談

4（火）9月7（火）8月

1階　　番10

1階　　番10

2階　　番25

予約不要

第1～4木曜

就労相談

専門家による各種相談日  8月1日～9月30日
その問題、専門家が一緒に考えます！

（月～金）      9：00～17：30
（土・日・祝・年末年始を除く）

第1火曜日　　13：00～15：30

（月～金）      9：00～20：30
（日・祝）   　 9：00～17：00
（電話・ファックスでの相談も可）

3（月）9月6（月）8月

　は区役所で実施　 　 は予約制

区 予

区 予

区 予

区 予

区 予

区 予

区 予

区

区

区

予

区 予

予

【問合せ】大阪市総合コールセンター　 4301-7285

【日　時】8月26日（日） 9：30～13：30
【場　所】都島区役所（都島区中野町2-16-20）・此花区役所（此花区春日出北1-8-4）
【定　員】各16名（電話予約要・先着順）
【申　込】電話で、8月23日（木）・24日（金）の9：30～12：00に申込み。予約専用電話は 6208-8805

日曜法律相談 無 料

花火をする前に・・・・・
①水の入ったバケツを用意しましょう。
②燃えやすい物がある場所を避けましょう。
特に河川敷は枯れ草が多くて危険です。

③必ず大人と一緒に遊びましょう。
花火をしている時・・・・・
①花火にはローソクなどで1本ずつ火をつけましょう。
②風の強い日は火種が遠くへ飛んで行くので花火
で遊ぶのはやめましょう。
③火が点いている花火の前方に立たないようにしましょう。

※遊び終わったあとはバケツの水につけて火を消しましょう。
【問合せ】東淀川消防署　 6320-2172

家庭での不用品の有効活用を目的としたガレージ
セールを開催するにあたり、出店者を募集します。
【日　時】10月13日（土） 10：30～14：30 ※雨天中止
【場　所】大阪城公園 太陽の広場（中央区大阪城3）
【募集数】20店 ※多数抽選
【出店資格】区内在住の営利を目的としないアマチュアの方
【出店品】家庭で不用となった品物（※出品できないものもあります）
【申込・問合せ】往復はがきに、住所・氏名（ふりがな）・

生年月日・性別・電話番号・出品するも
のを明記し、8月25日（土）必着。
東北環境事業センター（〒533-0006 
上新庄1-2-20）　 6323-3511

全5回

東淀川区BCP学びの場（初級編）を
開催します 要申込無 料

企業・事業所の
皆さんへ

「BCP策定は
お済みですか？」

安全安心
夏だ！花火だ！火の用心！　
花火で遊ぶ際は次のことに気を付けましょう。
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