
【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】1月31日（木） 18：00～21：00（受付は20：00まで）
【場　所】北区民センター（北区扇町2-1-27）
【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】1月27日(日) 9：30～13：30
【場　所】旭区役所（旭区大宮1-1-17）

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】1月24日(木)・25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

2月 7・14・21・28　
1月 4・10・17・24（1/4のみ金曜日）

広聴相談
4809-9683

（ご予約は、相談日当日の9:00より受付けます。）

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、遺言や相続などの相談

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、債務整理などの相談

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
2月 5・121月 8・15・22・29

13：00～16：00

2月 6(水) ※1月はありません
13：00～16：00

2月 13(水)1月 ９(水)
13：00～16：00

2月 20(水)1月 16(水)
13：00～16：00

2月 27(水)1月 23(水)
13：00～16：00

2月 6・13・27（水）1月 9・23（水）
9：15～12：15（9:15～11:45は　　　  ）

（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

5（火）2月8（火）1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  1月1日～2月28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

4（月）2月7（月）1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

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

その他

アートフェスタ2019 
in ひがしよどがわ
区内在住・在勤の方からの公募作品の展示と、楽しいイ

ベントを開催する2日間！2月9日(土)は、生演奏や口上も
楽しめる①「ちんどん屋四方山話vol.2 ～懐かしくて、新し
いアート・ちんどん屋」、2月10日(日)は、プロの落語家出演
の②「ひがしよどがわ寄席」を開催します。お茶席体験がで

。すまりあも）円005杯1・き付子菓お（」処みすやお「るき
【展示日時】2月9日(土) 10：00～20：00、

2月10日(日) 10：00～17：00
【イベント日時】①2月9日(土) 14:00～15:30

②2月10日(日) 14:00～15:00
【参加費】①500円　②1,000円　
【定　員】①②各60名
【申　込】①②ともに来館・電話(先着順、要申込)
【問合せ】東淀川区民会館（東淡路1-4-53 4階）　

6379-0700

入場無料

優良PTA文部科学大臣表彰
11月21日にホテルニューオータニ（東京）で開催さ

れた公益社団法人日本PTA全国協議会の創立70周
年記念式典において、むくのき学園PTAが「優良
PTA文部科学大臣表彰（団体）」を受賞されました。む
くのき学園PTAの皆さん、おめでと
うございます。今後とも、地域の子
どもたちの健全育成のため、ご活動
くださいますようお願いします。
【問合せ】子育て・教育　　　　　 4809-9850
道路・河川・公園等の美化運動功労者表彰及び
資源集団回収活動功労団体表彰
大阪市では、道路・河川・公園の清掃活動を長年にわ

たって続けてこられ、まちの美化推進にご協力いただい
ている美化運動功労者、並びに長年にわたり新聞・雑誌
などの古紙や古布、空き缶類などの集団回収により資
源のリサイクルやごみの減量に大きく貢献された資源
集団回収活動功労団体に、感謝状を贈呈しています。
東淀川区では、11月21日に東淀川区民ホールにて

「平成30年度 美化運動功労者・資源集団回収活動功
労団体 市長表彰伝達式並びに
区長表彰式」を開催し、25名と
13団体に市長感謝状又は区長
感謝状を贈呈しました。
【問合せ】総合企画　　　　　 4809-9683

受賞おめでとうございます！

1階　　番10

【募集月】2019年5月号～10月号
【抽選日】2月５日（火）
【サイズ】1枠：縦50mm×横126mm、

2枠（一括掲載の場合）：縦50mm×横252mm
【金　額】19,000円～33,000円／
　　　　枠・月額
【発行部数】毎月59,500部
【発行日】毎月1日
【問合せ】広報　　　　　 

4809-9683

東淀川区密着の広告媒体！
広報ひがしよどがわへ広告を出しませんか？

2階　　番25

※ＨＰバナー広告も
募集中です！➡

詳しくは
こちら➡

1階　　番10

東淀川区では、皆さんからいただいた「ふるさと寄附金（※）」
を、次代を担う東淀川区のこどもたちのために活用させていた
だきます。皆さんのあたたかいお気持ちをお待ちしています！

◆こどもの成長を支える活動の場づくり
（こどもの居場所づくりなど）
◆支援が必要なこどもの家庭を支える活動
（「ひとり親家庭」のサポートなど）
※納税者が東淀川区を応援したいとの思いから寄附を
していただきますと、その寄附金額の２千円を超える
部分が居住地の住民税などから控除されます。詳細
はHPあるいは担当窓口までお問い合わせください。

届け真心！あなたのエールをこどもたちに！
みのりちゃん 
こどもみらい寄附金
（ふるさと寄附金）

【日　時】1月5日（土） 14：00～15：00
【対　象】幼児、児童　【定　員】30名（当日先着順）
郷土史講座「崇禅寺遺跡について」

【日　時】2月2日（土） 14：00～15：30
【場　所】東淀川図書館 多目的室
【講　師】文化財保護課 学芸員　櫻田小百合さん
【定　員】50名（当日先着順）
【問合せ】東淀川図書館（東淡路1-4-53 3階）

6323-5476
活用例

大阪市が電話で振込先を指定して寄附をお願い
することはありません。寄附をかたった詐欺行為には
十分ご注意ください。
【問合せ】総務　　　　  4809-96253階　　番31

●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


