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令和2年8月 No.291東住吉
広 報

相談名 日  時 申込方法、場所など 予約・問合せ

弁護士による
法律相談※1

予約要

8月4日・18日・25日、
9月1日
13:00～17：00
（最終時間枠は16：30）

市民向け無料相談

※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
※７…（フードドライブ）家庭で余っている食べ物等を持ち寄り施設等へ寄付する活動

司法書士による
法律相談※2

予約要

ひとり親家庭相談
（離婚前相談もしています）

予約要

8月6日・20日、9月3日
13：00～16：00
（最終時間枠は15：30）

税務相談※3 8月は無し 9月9日  
13：00～16：00（受付は15：30まで）

行政書士による
相続遺言帰化相談※6

8月27日、9月24日
13:00～15:00（受付は14:45まで）

行政相談※4 8月13日、9月10日
13:00～15:00（受付は14:30まで）

不動産相談※5 8月19日、9月16日
13:00～16:00（受付は15:00まで）

外国籍住民
法律相談　 予約要

8月5日、9月2日
13:00～16:00、
8月19日
17：00～20：00

毎週 ・ ・（祝日除く）
9：15～17：30

場所／区役所 5階53番窓口
申込方法／当日9:00から電話で 　　　に
　　　　　予約受付します。

★1名（組）30分以内。
★予約頂けるのは、
　1枠（30分単位）です。

場所／区役所 5階53番窓口
　　

場所／区役所 2階28番窓口

総務課（広聴広報）
5階53番窓口
06-4399-9683

※電話が混み合い、つながりに
くくなる場合があります。

予約は不要です。
直接窓口へお越しください。

【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

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。

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

日曜法律相談 予約要
8月23日
9:30～13:30

場所／此花区役所（此花区春日出北1-8-4）
　　　天王寺区役所（天王寺区真法院町22-33）
定員／各会場16組

8月20日 ・21日
9:30～12:00
【予約専用】
06-6208-8805

先着順

先着順

ごみの分別相談と
フードドライブ※7

花と緑の相談

8月11日
14：00～16：00

8月は無し、
9月16日 14：00～15：30 場所／区役所

　　　正面玄関窓口案内横 中部環境事業センター
（普及・啓発担当）
06-6714-6411

長居公園事務所
06-6691-7200

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！ 。すでスビーサ供提報情の察警府阪大、るすせら知おにムイタルアリでルーメ子電を」報情故事通交「」報情策対犯防「」報情生発罪犯「、はルーメちま安

区民企画課 5階54番　 06-4399-9970　 06-6629-4564

施 設 情 報

■声トレ・脳トレ・楽しい朗読
日時／8月23日・30日、9月6日
　　　13：00～15：00（全3回）
定員／20名（先着順）　費用／2,400円
■ベナさんの フランス語教室 入門・初級・中級
日時／8月25日～10月20日 （全8回）
　　　（9月22日休講）
　　　【入門】16：45～
　　　【初級】12：50～、14：10～、15：30～
　　　【中級】18：00～
定員／16名（先着順）
費用／9,600円（教材費含む） 
■Ａｌｏｈａ 初めてのフラダンス教室
日時／9月5日～10月17日 13：00～14：30

）講休日62月9（）回6全（　　　  
定員／24名（先着順）　費用／4,800円
■美しい日本語を学ぶ 俳句教室
日時／９月１０日・２４日、１０月８日・２２日
　　　13：30～15：30（全４回）
定員／２０名　費用／２,４００円
■健康美肌 ビューティー教室　
日時／９月１９日・２６日 13：30～15：30（全２回）
定員／２０名　費用／２,０００円
※申込は電話・FAX・来館にて
※場所はすべて東住吉会館

東住吉会館
（東田辺2-11-28）

06-6699-1100　 06-6697-8080
申込要

申込要

申込要

申込要

申込要

申込要

■笑いで健康に
笑うことが健康のためになるお話をします。月1回
の人気講座です。
日時／9月8日 13：00～15：00
定員／20名
申込／8月11日10:00よりお電話にて（申込多数抽選）
■９月９日 救急の日の救急講座　
救急隊員から、救急車の呼び方、到着、その後の
対応など重要点を学べます。
日時／９月９日 １３：３０～１５：００
定員／２０名（先着順）　
申込／８月７日１０：00よりお電話にて

※センターご利用には「利用証」が必要です
※対象は市内在住60歳以上の方
※場所はすべて老人福祉センター

東住吉区老人福祉センター
（東田辺2-11-28）

06-6699-3000　 06-6697-6686
申込要無 料

申込要無 料

東住吉区社会福祉協議会
（田辺2-10-18さわやかセンター）

06-6622-6611　 06-6622-8973
■認知症サポーター養成講座
認知症サポーターとは、何か特別なことをする人
ではなく、認知症を正しく理解して、認知症の方や
そのご家族を支え、あたたかく見守る応援者のこ
とです。認知症について学び、一緒に考えてみま
せんか？
日時／8月8日 10：00～11：30
定員／30名（先着順）
申込／来所・電話・ＦＡＸにて

■ひがしすみよし・おもちゃ病院
おもちゃドクターに、こわれたおもちゃをなおして
もらおう！
日時／8月22日 13：30～15：30
費用／部品代が必要な場合があります

■パソコンなんでも相談室
日時／9月5日 １３：３０～１５：３０
※場所はすべてさわやかセンター
※マスク着用でご参加ください

無 料

無 料

無 料 申込不要

申込不要

平野区画整理記念会館
（中野2-7-16）

06-6702-0513　 06-6702-0519
■ワークショップ（モノづくりの楽しさを体感）
小さなお子さんから大人の方まで楽しめるワーク
ショップが集合！『つくる』楽しみを体感しよう。
ハーバリウム、石けん作り、段ボール工作(夏休み
自由研究に）等々。
日時／8月8日 ・9日 10：00～15：30
場所／平野区画整理記念会館
費用／内容により異なります（400円～3,000円）
申込／当日参加可

■ナンバープレート盗難防止ネジ無料取付キャン
ペーンの開催について

　車や単車のナンバープレートが盗難被害に遭う
「部品狙い」が多発しています。被害に遭わないため
にも先着５０台にナンバープレートの盗難防止ネジ
無料取付キャンペーンを開催します。本キャンペー
ンは東住吉区にお住まいの方のみを対象としますの
で、運転免許証の確認をさせていただきます。
日時／8月24日 ～26日 　※雨天中止
　　　（各日１０：00～17：00までの間）
場所／東住吉警察署駐車場（山坂3丁目1番28号）
取り付け台数／先着５０台（なくなり次第キャンペー

ンは終了、安まちメールを登録し確認してく
ださい。）

※ナンバープレート盗難防止ネジ取付については、
取付が出来ない車種もありますので、ご注意くだ
さい。

東住吉警察署　 06-6622-1234
東住吉警察署からのお知らせ

防犯・防災

東住吉消防署　 06-6691-0119
東住吉消防署からのお知らせ

■毎年8月30日～9月5日は「防災週間」、
　9月1日は「防災の日」です。
　「防災の日」は1923（大正12）年9月1日 に発生
した関東大震災にちなんだもので、関東大震災の教
訓を忘れない、という意味と、この時期に多い台風へ
の心構えという意味を含めて、1960（昭和35）年に、
内閣の閣僚了解により制定されました。
　皆さんも、防災グッズの準備や点検を
行い、家族で防災について話し合いをす
るなどし、災害についての認識を深めま
しょう。

週災防「と」日の災防「、もで局防消市阪大　
間」を中心に、総合防災訓練を実施します。

■8月は「こども110番月間」です
　区役所では、8月を強化
月間として、こどもが犯罪
にまきこまれることのな
いよう地域見守り隊と協
力して周辺パトロールを
強化しています。
●「こども110番の家」は、こどもが何か
あった時に逃げ込むことが出来る場所
です。

●「ながらパトロール隊」は、何かをしなが
ら、いつもより少しまわりに気を配って
いただくことで犯罪を未然に防ぐ活動
です。

　これらの活動にご協力いただける方は区民企画
課までお越しいただくか、区役所 よりお申込みく
ださい。

防犯担当からのお知らせ
区民企画課5階54番　 06-4399-9970

こども110番

ながら
パトロール


