
広報あべの No.305
大阪市サービスカウンター（SC）では、土日祝も戸籍・住民票などの証明書を取得できます。休業日、取扱時間や業務はお問合せください。
●天王寺SC（あべちかB1☎6773-0874） ●梅田SC（ディアモール大阪B1☎6345-0874） ●難波SC（なんば駅構内B1☎6211-0874） 2021年（令和3年）10月号

4 ●ナイター法律相談（予約不要）10/21（木）18:30～21:00(受付は20:00まで。ただし、定員に達した時点で受付終了) ■場 天王寺区民センター（生玉寺町7-57） ■員 32名【受付開始時(18:00予定）に順番を抽選、以降先着順】
●日曜法律相談■要予約  10/24（日）9:30～13:30 ■場 港区役所（市岡1-15-25）・旭区役所（大宮1-1-17） ■員 各16名 ■予約受付日時 10/21（木）・22（金）9:30～12:00
■予約専用電話 ☎6208-8805 ■問 市総合コールセンター☎4301-7285 ■FAX 6373-3302（8:00～21:00年中無休）※ナイター法律相談、日曜法律相談ともにマスク必須
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日 SUN

移動図書館まちかど号巡回日 こころの健康相談骨粗しょう症検診
（あべのキューズモール）

移動図書館まちかど号巡回日
ちょこっとウォーキング

結核健診
特設人権相談所 
就労相談

就労相談
ハローベビー教室
障がい者何でも相談会
花と緑の相談
離乳食講習会

花と緑の講習会
（阪南中公園）

つながりフェスタ動画公開

相続遺言･帰化相談 BCG予防接種 

母乳育児相談のお部屋こころの健康相談
法律相談

統合失調症の家族教室
ハローベビー教室
移動図書館まちかど号巡回日
あべぴよらんど
骨粗しょう症検診
乳がん検診

こころの健康相談
法律相談

個人市府民税納期限（第3期）
障がい者何でも相談会

母乳育児相談のお部屋
離乳食講習会
就労相談
花と緑の相談

ひったくり防止カバー
取りつけキャンペーン

大腸・肺がん検診
歯科健康相談

法律相談
★第3水曜日無料相談会

月 MON 火 TUE 水 WED 木 THU 金 FRI 土 SAT
10月 あべのイベントカレンダー

文化の日

▲pに詳細記事あり　
▲月号に詳細記事あり

表の見方

非常に混雑している

混雑している

区役所
混雑状況

※この予想は、過去の総合的
なデータから作成したもの
で、実際の混雑状況とは異
なる場合があります。

◀混雑予想
　カレンダーは
　こちらからも。

こころの健康相談あべのカーニバル配信開始
OSAKAシティウオーク

スポーツ教室生徒募集！

※費用など詳しくは、問合せ先へ
■場 ■問 阿倍野スポーツセンター（阿倍野筋3-10-1-100）
　　☎6647-0086  ■℻ 6647-0190

ヘルシーアップチャームダンス・脳健体操・
やさしいピラティス・こどもジャズダンス・ヒップホップ
コアキッズ体操

教室名 曜日
元気アップ体操・スポーツ吹矢・リフレッシュヨガ・殺陣
元気アップ体操初中級・殺陣　
太極拳・剣道
キッズバスケ・親子バレエ・こどもバレエ・
チアダンス・楽しみながら健康体操・ヨガ

月
火
水

木

金

土

★は第３水曜日市民相談会　※各相談ともマスクの着用をお願いします。体調不良とお見受けされる場合は、相談をお断りすることがあります。
※法律相談は予約時に電話が混み合い、つながりにくい場合があります。

阿倍野区役所での無料相談（大阪市民対象） そのほか定例イベント申込み 問合せ先
　法律相談

★行政相談

★不動産相談

★相続・後見・借金相談

★年金・労災・社会保険相談

★税務相談

　相続遺言･帰化相談

　就労相談

当日電話
（9:00～・先着24名）

あべぴよらんど
（生後１～2か月児のふれあい広場）

10/8（金）
14:00～15:30
10/1・8（金）
13:30～15:30
10/7（木）・11/4（木）
13:00～ 13:20～ 16:00～
10/1（金）・11/１（月）
14:00～16:00
11/5（金）
14：00～15：30
10/26（火）
16：00～取りつけ
10/15（金）
13:30～16:00

ハローベビー教室

障がい者何でも相談会

花と緑の相談

当日会場
（先着順）

当日会場
（先着順6名）

当日会場
（先着順）

13:00～17:00（1人30分）

14:00～16:00（受付は15：00まで）

13:00～15:00（15分前まで受付）

10/6・20（水）・11/10・17（水）

10/20（水）・11/17（水）

10/13（水）・11/10（水）

10/1・15（金）・11/5・19（金）

要予約

要予約

要予約

要予約

問合せ先

区役所（保健活動）
☎6622-9968

区役所（福祉）
☎6622-9857
長居公園事務所　
☎6691-7200
区役所（市民協働）
☎6622-9789　
大阪第一人権擁護委員協議会
☎6942-1489　

ひったくり防止カバー
取りつけキャンペーン
人権擁護委員による特設人権相談所
（住吉区役所、西成区役所）

母乳育児相談の
お部屋

13:00～16:00（1人30分）
（受付は12：45～15：00）

区役所（区政企画）2階21番
☎6622-9683

大阪市地域就労支援センター☎0120-939-783 

大阪府行政書士会  阿倍野支部 ☎6777-4208

近畿税理士会　阿倍野支部 ☎6628-1030

大阪府社会保険労務士会 大阪南支部 ☎7893-1333

大阪司法書士会  阪南支部 ☎6628-7133
 

大阪府宅地建物取引業協会 なにわ阪南支部 
☎4399-1555

13:30～17:00（15：30まで受付）

講座・イベント

介護施設２１社の合同就職面接会を開催します。今
年も大阪市の「介護の職場担い手創出事業」で雇用
管理改善に取組むモデル事業所６社も参加します。
映画「ケアニン～こころに咲く花～」の上映会も実
施。介護の資格をお持ちでない方や未経験の方も是
非ご参加ください。
■日 11/16(火) 13:00～16:00（予約制）
＊映画上映時間は別途設定しています。
■場 あべのハルカス25階会議室(阿倍野筋1‐1-43)
■問 ハローワーク阿倍野　人材確保対策コーナー 
　☎4399-6007（部門コード44＃）

植物や緑に興味をお持ちの方、庭木や草花でお悩み
の方、気軽にご相談を。
■日 10/29（金）14：00～15：30
■場 阪南中公園（阪南町1丁目）  ■員 30名程度　
■問 長居公園事務所（東住吉区長居公園1-1） 
　 ☎6691-7200　 
　 ■℻ 6691-6976

長居植物園 ～秋の花まつり～
コスモス・バラ・ダリアが秋を彩ります。最終日には
コスモス畑を開放し花摘み体験会（別途300円）も
開催！（生育状況・天候により変更の場合あり）
■日 10/9（土）～10/31（日）
■場 ■問 長居植物園（東住吉区長居公園1-23） 
　　☎6696-7117 ■℻ 6696-7405

介護就職デイ 介護合同就職面接会＆
映画上映会inあべのハルカス

移動図書館まちかど号巡回日

桃ヶ池公園北側(桃ヶ池町1-3)

阪南小学校北門(阪南町5-7)

三明町公園（三明町2-9）

高松公園（天王寺町北3-17）

10/8（金）10：50～11：50
10/8（金）13：50～14：50
10/19（火）10：00～10：40
10/23（土）10：05～11：00

場  所 日 時

■問 中央図書館自動車文庫 ☎6539-3305

ひふみ号による花と緑の講習会

あべのん
デザイン募集
応募作品

「たんぽぽ」のみなさんによる、たのしいパネルシア
ターの会です。
■日 11/13(土) 11:00～11:30
■場 阿倍野図書館多目的室
■対 子ども向け　■員 20名（当日先着順）
■問 阿倍野図書館（阿倍野筋4-19-118） 
　☎6656-1009 ■℻ 6656-1043

第24回図書館フェスティバル
「パネルシアターをたのしもう!」

注意！
例年は祝日ですが
今年は平日だのん

うつ病の家族教室

統合失調症の家族教室
■日 毎月第２金曜日 14:00～16:00　
　直近実施日：10/8、11/12
■講師 医師、心理士、精神保健福祉相談員等
■対 統合失調症のある方のご家族　
■員 10名程度　
■申 事前申し込み制　まずは電話でお問合せください
■場 ■問 区役所（保健活動） 
☎6622-9968 ■℻ 6629-1349

病気についての正しい知識・情報や接し方を
学び、家族が相互に語り合える場です。

■内 精神科医による講演、家族交流会
■日 11/12、26（金）14:00～16:00
■場 大阪市こころの健康センター　大会議室
　（都島区中野町5-15-21都島センタービル3階）
■対 市内在住で、うつ病と診断されている方のご家族
■員 20名（先着順）　■締 11/5(金)　
■問 区役所（保健活動） 　　　
☎6622-9968 ■℻ 6629-1349

1階❸番

1階❸番

無料

無料

LINE相談などもあります▶


