
【問合せ】大阪市総合コールセンター　 4301-7285

ナイター法律相談
【日　時】9月19日（水） 18：00～21：00（受付は20：00まで）
【場　所】天王寺区民センター（天王寺区生玉寺町7-57）
【定　員】40名
※受付開始（17：30予定）までに来場された方で、抽選により相
談の順番を決定。以降、先着順。

※定員に達した時点で受付早期終了あり。

【日　時】9月23日（日） 9：30～13：30
【場　所】城東区役所（城東区中央3-5-45）

阿倍野区役所（阿倍野区文の里1-1-40）
【定　員】各16名（電話予約要・先着順）
【申　込】9月20日(木)・21日(金) 9：30～12：00

予約専用電話 6208-8805

日曜法律相談 無 料無 料

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

10月 4・11・18・259月 6・13・20・27
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
10月 2・9・16・23・309月 4・11・18・25

13：00～16：00
10月 3（水）9月 5（水）

13：00～16：00

10月 10（水）9月 12（水）
13：00～16：00

10月 17（水）9月 19（水）
13：00～16：00

10月 24（水）9月 26（水）
13：00～16：00

10月 3・10・24（水）9月 5・12・26（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）

9：15～17：30

14：00～16：00（受付は15：00まで）

14：00～15：30
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

　すまい行を）料無（』り作玉苔『習講の緑と花は）木（6月9

社会保険労務士
による相談

2（火）10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  9月1日～10月31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

1（月）10月

4（火）9月

6（木）9月

3（月）9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

社会見学 日帰りバスツアー

【日　時】10月23日（火） 8:30～16:30 
【行き先】兵庫県丹波笹山方面
【内　容】丹波栗きんとん作り、黒枝豆狩り体験
【参加費】4,000円（昼食代、保険料、体験料など）
【対　象】市内在住の60歳以上の方　【定　員】92名(先着順)
【申込・問合せ】9月19日(水)から老人福祉センター窓口にある申込

書に参加費を添え、来館にて申込み（電話申込不可）
区老人福祉センター（淡路4-1-6）
6322-0173

初級ボランティア講座

【場　所】在宅サービスセンターほほえみ（菅原4-4-37）
第2回は、堺・大阪南部方面（貸切バスで移動）

【定　員】30名(先着順)　【参加費】2,000円
【申込・問合せ】電話または来館にて受付

区社会福祉協議会「ほほえみ」
6370-1630

障がい者スポーツの紹介や体験を通して、障がいの有
無に関係なく、みんなで楽しいひと時を過ごしませんか？
【日　時】9月21日（金） 13：30～15：00
【場　所】区民ホール（区役所3階）　【定　員】100名（当日参加可）
【内　容】ふうせんバレー、ボッチャなど
【申込・問合せ】区地域自立支援協議会

6325-9992

わくわく♥ほんわか一緒に楽しみましょう
東淀川区障がい者スポーツフェスタ2018

ガレージセール・リサイクル工作教室・
ごみに関する相談会など。
【日　時】10月28日（日） 

11:00～15:00 ※雨天中止
【場　所】東北環境事業センター（上新庄1-2-20）

第9回東淀川区ガレージセールの
開催と出店者募集

10月1日時点で「住宅・土地統計調査」を全国一斉
に実施します。調査の結果は、耐震や防災を中心とし
た都市計画の策定、空き家対策などの住施策の基礎
資料や成果指標として利活用されますので、調査へ
のご協力をお願いします。
9月から10月にかけて、顔写真付きの調査員証を
携行した統計調査員が調査の対象となる世帯を訪問

平成30年住宅・土地統計調査の実施に
ご協力をお願いします

各種統計調査において、調査対象の世帯や事業所等
を訪問し、調査票の配布や回収・点検などの調査業務に
携わっていただける方を広く募集しています。統計調査員
には法律や条例の規定に基づき、報酬が支払われます。
【対　象】満20歳以上満75歳以下の方
※警察官・税務職員・被選挙者及び選挙事務所の職
員等・暴力団員・関係者は対象外。

【申込・問合せ】地域協働　　　　　 
4809-9826

登録調査員を募集します！

その他

要申込

江戸時代からの挑戦状！ クイズ！
「ことば遊びで頭の体操」
「江戸時代末期のことば遊び」の解説後、クイズ形
式で問題を解き、楽しみながら頭の体操をします！
【日　時】10月15日（月） 13:30～15:00
【場　所】東淀川区民会館　【定　員】60名
【申　込】電話または来館にて申込み
【費　用】1,000円　【講　師】小野恭靖(大阪教育大学教授）
【問合せ】区民会館（東淡路1-4-53 4階）　 6379-0700

日　時 内　容

報酬あり

11月  1日（木） 
10:00～12:00
11月  8日（木） 
8:15～17:30
11月15日（木） 
10:00～12:00

研　修　ボランティアとは？
車いす介助・手引きについて
実　践（昼食付）
「ふれあいバスツアー」での介助
反省会
「ふれあいバスツアー」の振り返り

無 料

入場無料 出店無料

1階　　番9

要申込

※電話・FAXでの
　相談も可

菅原公園

出店者募集
【対　象】区内在住の営利を目的としないアマチュアの方
【申込・問合せ】 月年生・）ながりふ（名氏・所住「、にきがは復往

日・電話番号・出店するもの」を記入し、9月
25日（火）必着で申込み ※多数抽選
東北環境事業センター
「ガレージセール担当」(〒533-0006 
上新庄1-2-20)　 6323-3511

し、調査票等を配布します。調査への回答は、インター
ネットによるオンライン回答または紙の調査票での回
答をお願いします。回答の内容は厳重に管理され、統
計作成の目的以外に使用することはありません。
【問合せ】地域協働　　　　　 4809-98261階　　番9

●市政・区政に対するご意見・ご要望は、広聴相談　　　　　へ　 4809-9683　 6327-1970
　区役所正面玄関に、「市政・区政へのアイデア　区長への提案・意見箱」を設置しています。 東淀川区  ご意見・ご要望 検 索

1階　　番10

広報

4

ホームページバナー募集中！　区役所ホームページに広告を掲載しませんか？ 詳しくはこちら➡ 東淀川区  バナー広告 検 索

広告掲載枠 広告掲載枠

詳細はHPをご覧ください➡


