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■幽霊画展示
（同時開催 あみ怪談）
平野にある大念佛寺の幽霊博物館で一年にたっ
た一日しか公開されない貴重な秘蔵幽霊画12枚
を会館で一日限りの特別公開！※あみ怪談のチ
ケットをお持ちの方のみご覧いただけます。
日時／7月18日 16：00〜20：30
場所／2階和室
費用／あみ怪談
前売り券800円
（会館窓口にて発売中）
当日券1,000円

相談名

日 時

弁護士による
法律相談 ※1

予約要

司法書士による
法律相談※2

予約要

税務相談 ※3
行政相談 ※4
不動産相談 ※5
行政書士による
相続遺言帰化相談 ※6

東住吉図書館

（東田辺2-11-28）

06-6699-7000

06-6699-3222

7月21日から8月31日の期間の月曜日は、10:00
〜17:00まで開館します。
■開高健 生誕90年展
東住吉区ゆかりの作家、開高健。1930年に生まれ
少年期から青年期にかけてを東住吉区北田辺で過
ごしています。なにわの海の時空館から大阪市立
中央図書館に移管されたコレクションより、氏の在
りし日の写真や限定出版された本等を展示します。
日時／8月19日 まで
場所／東住吉図書館 入口前ガラスケース

防犯・防災
東住吉警察署からのお知らせ
東住吉警察署

06-6622-1234

〜交通死亡事故多発〜

東住吉区では、交通死亡事故が多発！
今年に入り、
３件多発しました！
交通ルールを守り、安全運転に心がけましょう！
●ドライバーの皆さんへ！
速度を控え、
しっかりと周りの安全確認を！
夕暮れ・夜間は、早めのライト点灯を！
●歩行者の皆さんへ！
少し遠回りでも、
必ず横断歩道を渡りましょう！
横断歩道を渡る前は、左右の安全確認をしましょう！

〜風水害、備えあれば憂いなし〜

７月は梅雨末期特有の大雨による河川の増水
（氾
濫）
や内水
（排水路・下水管の氾濫）
の発生が懸念さ
れ、家屋への浸水が考えられます。防災マップ等を
参考に避難場所を確認しておきましょう。

東住吉消防署からのお知らせ
東住吉消防署

06-6691-0119

日曜法律相談

予約要

7月8日 8月は無し
13：00〜16：00（受付は15：30まで）
7月9日、8月13日
13:00〜15:00（受付は14:30まで）
場所／区役所 5階53番窓口
7月15日、8月19日
13:00〜16:00（受付は15:00まで）
7月は無し、8月27日
13:00〜15:00（受付は14:45まで）

予約要

7月1日、8月5日
13:00〜16:00、
7月15日
17：00〜20：00

ひとり親家庭相談 予約要 毎週 ・ ・ （祝日除く）
（離婚前相談もしています） 9：15〜17：30
ごみの分別相談と
フードドライブ

7月14日
14：00〜16：00

場所／区役所 2階28番窓口
対象／未成年のこどもがいる父母
定員／4名
場所／大阪国際交流センター内
インフォメーションセンター
（天王寺区上本町8-2-6）
定員／各4組
場所／区役所 2階28番窓口
場所／区役所
正面玄関窓口案内横

※1…土地・建物、金銭貸借、相続・遺言、離婚・親権などの相談 ※2…不動産登記、相続、成年後見などの相談
※3…一般的な税務相談 ※4…国の行政などへの相談 ※5…不動産に関する一般的な相談
※6…遺言書や遺産分割協議書作成などに関する相談

移動図書館 7月
まちかど号巡回日
と き
7月2日 、8月13日
14:25〜15：00

例年、梅雨明けからお
盆の期間には、屋外だけ
でなく室内や夜間でも幅
広い年代層で、熱中症の
症状で救急搬送される方
が急増しています。のど
の渇きを感じていなくて
も、
こまめに水分補給をしたり、暑さを感じなくても
扇風機やエアコンを使って温度調整をするようにし
て、万全の予防を心がけましょう。
《高齢者は特に注意が必要です！》
熱中症患者のおよそ半数は65歳以上の高齢者で
す。暑さや水分不足に対する感覚機能が低
下しており、暑さに対する体の調整機能も
低下していますので、特に注意しましょう。

予約・問合せ

ところ
市営矢田部住宅中央公園
(公園南矢田1-22)

7月3日 、8月7日
10:25〜11:15

矢田東小学校東門
（住道矢田2-7）

7月4日 、8月1日
14:25〜15:05

サンヴァリエ針中野6号棟前
（湯里3-2）

7月18日
10:20〜11:20

中町会公園
(杭全7-14)

7月25日
11:15〜12：05

平野白鷺公園
(今川6-7)

中央図書館自動車文庫
06-6539-3305

窓口の呼出番号・待ち人数
区役所窓口の呼び出し状況・待ち
人数は区役所 またはこちらの二
次元コードから確認できます！
窓口サービス課
（住民情報・保険年金）
保健福祉課
（福祉・介護）
混雑状況緩和のためご協力
よろしくお願いします。

予約は不要です。
直接窓口へお越しください。

7月21日 ・22日
場所／浪速区役所
（浪速区敷津東1-4-20） 9:30〜12:00
【予約専用】
定員／16組 先着順
06-6208-8805

7月26日
9:30〜13:30

予約要
弁護士による
7月10日
「離婚・養育費」
に関する
14：00〜17：00
専門相談

外国籍住民
法律相談

申込方法、場所など

7月7日・14日・21日・28日、
8月4日
場所／区役所 5階53番窓口
総務課
（広聴広報）
申込方法／当日9:00から電話で 先着順 に
13:00〜17：00
5階53番窓口
予約受付します。
（最終時間枠は16：30）
06-4399-9683
★1名
（組）
30分以内。
つながりに
※電話が混み合い、
7月2日・16日、8月6日
★予約頂けるのは、
くくなる場合があります。
13：00〜16：00
1枠
（30分単位）
です。
（最終時間枠は15：30）

熱中症にご注意ください！

4
2

ご利用は市内在住の方に限ります

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、中止となる可能性があります。ご理解、ご協力をいただきます
ようお願いいたします。

平野区画整理記念会館
06-6702-0513

市民向け無料相談

7月2日 9：00〜 先着順
保健福祉課
（子育て支援）
06-4399-9838
【予約専用】
06-6772-1127
【問合せ】
06-4301-7285
保健福祉課
（子育て支援）
2階28番窓口
06-4399-9838
中部環境事業センター
（普及・啓発担当）
06-6714-6411
花と緑の相談
7月は中止になりました。

第70回東住吉区社会を明るくする運動
7月は社会を明るくする運動強調月間です！
止と罪を犯した人たちの更生について理解を深
め、それぞれの立場において力を合わせ犯罪や
非行のない明るい社会を築こうとする全国的な
運動です。皆さんのご理解とご協力をお願いし
ます。
主催／社会を明るくする運動
東住吉地区推進委員会
区民企画課 5階54番
06-4399-9970

セアカゴケグモにご注意を！
気温が高くなると、セアカゴ
ケグモを見かけるようになりま
す。攻撃性はありませんが、
メ
スの牙には毒があります。うっ
かり触れてしまった場合でも素手で直接触れな
い限り、咬まれることはありません。
【セアカゴケグモってどんなクモ？】
❶オスが4mm、
メスが10mm前後の大きさ
❷メスは全体が黒色、腹部背面に赤い模様が特徴
❸腹部腹面には特有の赤い斑紋
（砂時計様）
❹卵のう
（中に100〜200個ほどの卵を格納）
は、乳白色で10〜15mm程度の大きさ
❺日当たりが良く、暖かい場所を好んで生息
（排
水溝付近や植木鉢の裏、花壇等）
見つけた場合は決して素手では触らず、駆除
の際はクモやクモの卵のうを靴などで踏みつぶ
すか、市販の殺虫剤を使用しましょう。
保健福祉課
（生活環境）
1階15番窓口
06-4399-9973

安まちメールを活用して、防犯や交通事故の対策をしましょう！！
安まちメールに登録しましょう！安まちメールは「
、犯罪発生情報「
」防犯対策情報「
」交通事故情報」
を電子メールでリアルタイムにお知らせする、大阪府警察の情報提供サービスです。
区民企画課 5階54番
06-4399-9970
06-6629-4564

