
【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】11月8日（木） 18：00～21：00（受付は20：00まで）
【場　所】中央区民センター（中央区久太郎町1-2-27）
【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】11月25日(日) 9：30～13：30
【場　所】中央区役所（中央区久太郎町1-2-27）

大正区役所（大正区千島2-7-95）
【定　員】各16名(電話予約要・先着順)
【申　込】11月21日(水)・22日(木) 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

12月 6・13・20・2711月 1・8・15・22
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）

年金や労働問題、職場トラブルなどに関する相談

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

就労に関する情報提供・アドバイス・相談

13：00～17：00
12月 4・11・18・2511月 6・13・20・27

13：00～16：00

12月 5(水)11月 7（水）
13：00～16：00

12月 12(水)11月 14（水）
13：00～16：00

12月 19(水)11月 21（水）
13：00～16：00

12月 26(水)11月 28（水）
13：00～16：00

12月 5・12・26（水）11月 7・14・28（水）
9：15～12：15

（毎週火・金）
（祝・年末年始を除く）
※他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

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　 7830@osaka-jinken.net

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）12月6（火）11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 11月1日～12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）　　13：00～15：30

（月～金）     9：00～20：30
（日・祝）  　 9：00～17：00

3（月）12月5（月）11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

区 予

※電話・FAX・メール
　でも相談可

その他

第5回こぶしネット市民公開講座
「つながる、つなげる地域のち・か・ら」

平成30年10月1日から時間額が936円に
【問合せ】大阪労働局労働基準部賃金課　

6949-6502
淀川労働基準監督署　
7668-0268

大阪府最低賃金が改定されました

7月11日に、前日の大雨で増水し、自らの命の危
険もある神崎川において、溺れている女性を救助す
るために川に飛び込んだ森田さん、宮崎さん、並び
に川岸上に女性を引き上げるのに協力いただいた
藤川さん・椿野さんに対しまして、尊い命を救われた
勇敢な行動に敬意を表し、消防署・警察署より、感謝
状を贈呈しました。

【問合せ】東淀川消防署　 6320-2172　
東淀川警察署　 6325-1234

市民の救助活動に対し感謝状を
贈呈しました

【日　時】11月18日(日） 9:30～16:00
【場　所】区民ホール（区役所3階）、区役所内会議室
【展　示】フラワーアレンジ・書道・てん刻・絵手紙・パッチ

ワーク・パソコン・押し花・陶芸・生け花・手芸・日
本画・寄せ植え・七宝焼・工作・ぬり絵など

【舞　台】コーラス・民踊・日本民謡・リズム体操・三線・
童謡・詩吟・尺八・大正琴・バレエ・ダンス・太
極拳・ゴスペル・よさこい・英会話など

【体　験】和紙手芸・創作押し花・エコ雑貨☆つくーる・
手芸・ボディジュエリー・ハーバリウム

区内各地域で実施している生涯学習活動を広くお
伝えします。作品展示や舞台発表で、日ごろの活動

2018生涯学習フェスティバル in 東淀川
防災フェアも同時開催します！

【日　時】12月1日（土） 13：00～16：00
【場　所】子ども・子育てプラザ（区役所４階）

区民ホール（区役所３階）
【内　容】①みのりちゃんフェスタ…ミニSLコーナー、

バルーンアート、ネイルアート など
②食育展…食育体験、食育学ぼう、食育展
示、おやつの試食

【問合せ】①子ども・子育てプラザ（区役所4階）　
6327-5650

②保健企画　　　　　 4809-9882

「第7回わくわく子育てみのりちゃんフェスタ」＆
「食育展」を同時開催！

申込不要入場無料

申込不要無 料

基調講演「地域包括ケアとは、何でしょう」
【講　師】梅花女子大学准教授 綾部貴子さん
シンポジウム「地域がつながる取り組みについて」
地域の代表の方・民生委員・医師・ケアマネジャー・

地域包括支援センター・区役所職員からなる討論会
【日　時】12月8日（土） 14:00～16:30（開場13:30）
【場　所】区民ホール（区役所3階）
【対　象】区民　

申込不要無 料

左から森田さん、宮崎さん、椿野さん 藤川さんと奥さん

手話通訳有

の成果をご確認ください。体験コーナーもあります！
体験は一部有料ですが、入場は無料です。たくさん
の方のご来場をお待ちしています。
【問合せ】子育て・教育　　　　　 4809-9850
防災フェア（防災ブースの出展）
同日、同時刻に301・302会議室で、過去の災害か

ら学ぶ「防災・減災の基礎知識」や自宅でできる防災・
減災対策についての展示・ミニ講座を行います。ぜ
ひ、お立ち寄りください。
【問合せ】安全安心企画　　　　　 4809-9820

2階　　番25

1階　　番8

2階　　番22

「熟年世代からの財産管理講座」
「民事信託」を中心に専門家がお話します。
【日　時】12月4日（火） 14:00～15:30
【定　員】20名（先着順）
【申　込】11月13日（火）10:00～ 来館または電話
【場　所】いずれも東淀川図書館 多目的室
【問合せ】東淀川図書館（東淡路1-4-53 3階）

6323-5476

要申込無 料 【定　員】300名(当日先着順）
【問合せ】こぶしネット事務局（区医師会内）

6320-2226

●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


