
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

1月 4・10・17・24（1/4のみ金曜日）
12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
1月 8・15・22・2912月 4・11・18・25

13：00～16：00

12月 5(水) ※1月はありません
13：00～16：00

1月 ９(水)12月 12(水)
13：00～16：00

1月 16(水)12月 19(水)
13：00～16：00

1月 23(水)12月 26(水)
13：00～16：00

1月 9・23（水）12月 5・12・26（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

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

8（火）1月4（火）12月

1階　　番10

1階　　番10

2階　　番25

（第1～4木曜）

専門家による各種相談日 12月1日～1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

7（月）1月3（月）12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

9:15～11:45は
予約不要

就労相談 区 予

区 予

区 予

※電話・FAX・メール
　でも相談可

認知症の母とその息子の何気ない日常が描かれ
多くの反響を呼んだ作品です。映画を通して認知症
のことを一緒に考えてみませんか。
　　 講演会「認知症初期集中支援チームの活動」 ※手話通訳有
　　 上映会「ペコロスの母に会いに行く」 ※字幕有
【日　時】12月22日（土） 14:00～16:30（受付13:30～）
【場　所】区民ホール（区役所3階）
【対　象】区民の方　【定　員】200名（先着順）
【問合せ】区地域包括支援センターほほえみ 6370-7190

高齢者・障がい者　　　　　 4809-9857

認知症講演会＆映画上映会
「ペコロスの母に会いに行く」

今年も区役所職員主催のクリスマスミニコンサー
トを開催します！
【日　時】12月19日（水） 18:30～20:00
【場　所】区役所1階 窓口サービス課待合ロビー
【定　員】100名 ※立見になる場合があります。
【出演者】※順不同
◆瑞光ブロンデール
歌とおしゃべりが大好きな、明るく楽しい女声コー
ラス団です。毎週土曜日
14:30～瑞光幼稚園音楽
室で練習しています。一緒
に楽しく歌いませんか？
◆グループこぶし
尺八グループ、琴グループでふ
れあいコンサートや生涯学習発
表会に出演しています。今回は
尺八と琴で一緒に演奏します。

◆小西民謡サークル
先祖から受け継いだ民のうた伝統音楽の民謡を愛
する仲間です。健康増進と
和を合言葉に複式呼吸で
大声を張り上げ、老人ホー
ムの慰問や地元のイベン
ト等に出演しています。
◆プリティーウーマン
　（ソプラノ 田嶋千代子さん、ピアノ 伴奏石尾敦子さん）
歌手、伴奏者とも音楽大学卒業後、各々活動する
中で、平成26年よりグループ
を結成。ライブコンサート、地
域のコンサート「東淀川ふれあ
いコンサート、小松ふれあい
フェスタ」等に出演しています。
◆白木バトン教室
４歳～中学３年生の女の子が明るく元気に活動し
ているバトン教室です。手作り衣装で、音楽に合わ
せた振り付けのバトン演技です。年１回、舞台での
発表会、区民まつ
り、地域のイベント
や福祉施設の慰問
も行っています。
◆東淀川区職員音楽グループ
区役所の職員として交流を深め、音楽を通じて地
域のみなさんに喜んでいた
だくことをめざして結成し
ました。今回が初お披露目
です！Happy Christmas！！

【問合せ】総務　　　　　 4809-9626

12月19日はぜひ区役所へ！
～☆クリスマスミニコンサート☆～

12月4日～10日は「人権週間」です
人権週間は、国連で昭和23（1948）年12月10日

「世界人権宣言」が採択されたことを記念して定めら
れたものです。これを機に、私たち一人ひとりが人権
の尊さ、命の大切さについて考え、すべての人の「人
権が尊重されるまち」を皆さんで築いていきましょう。
12月10日～16日は「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」です
北朝鮮による拉致問題については、政府だけでな

く国民的な課題として、国民全員が一日も早く被害
者を取り戻すという強い意志をもっていることを発
信し続けることが北朝鮮当局や国際社会への強力
なアピールになります。
大阪においても、あらゆる世代を通じて、市民一人

一人ひとりの人権を尊重しましょう無 料 申込不要

申込不要

3階　　番31

2階　　番27

1階　　番9

無 料

【問合せ】大阪市総合コールセンター　 4301-7285

【日　時】12月23日(日) 9：30～13：30
【場　所】天王寺区役所（天王寺区真法院町20-33）・西淀川区役所（西淀川区御幣島1-2-10）
【定　員】各16名(電話予約要・先着順)
【申　込】12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 料区内の高校ダンス部やダンススクール等が日頃の
練習の成果を発表します！子どもからご高齢の方まで
楽しんでいただける内容です。ぜひ見に来てください！
【日　時】12月23日（日・祝） 13:30～16:00
【場　所】区民ホール（区役所3階）
【主　催】区青少年福祉委員連絡協議会
【問合せ】子育て・教育　　　　　 4809-9850

第4回ユース・ダンスフェスティバルを
開催します！ 無 料 申込不要

2階　　番25

ひとりが自らの問題として決して風化させることの
ないよう声をあげ続けていきましょう。
【問合せ】地域協働　　　　　 4809-9734

第１部
第2部

●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


