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令和2年12月 No.295 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

12月1日・8日・15日・
22日、1月12日
1月5日 は実施しません
13:00～17：00
（最終時間枠は16：30）

市民向け無料相談

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

12月3日・17日、1月7日
13：00～16：00
（最終時間枠は15：30）

税務相談※3 12月9日、1月13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

12月24日、1月28日
13:00～15:00（受付は14:45まで）

行政相談※4 12月10日、1月14日
13:00～15:00（受付は14:30まで）

不動産相談※5 12月16日、1月20日
13:00～16:00（受付は15:00まで）

外国籍住民
法律相談　 予約要

12月 2 日 13:00～16:00
12月16日 17:00～20:00
 1 月 6 日 13:00～16:00

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。
【問合せ】
総務課（広聴広報）
5階53番窓口
06-4399-9683

【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
12月27日
9:30～13:30

場所／福島区役所（福島区大開1-8-1）
　　　東住吉区役所（東住吉区東田辺1-13-4）
定員／各会場16組

12月24日 ・25日
9:30～12:00
【予約専用】
06-6208-8805先着順

先着順

人権擁護委員
による特設人権相談所
（お気軽にご相談ください。）

12月18日
13:30～16:00

場所／福島区役所（大開1-8-1）
　　　平野区役所（背戸口3-8-19）
※東住吉区の方もご相談いただけます。

大阪第一人権擁護委員協議会
06-6942-1489
06-6943-7406

ごみの分別相談と
フードドライブ※7

花と緑の相談

12月8日
14:00～16:00

12月16日
14：00～15：30　※1月は休止

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

※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

東住吉図書館の年末年始についてのおしらせ　年内は12月27日 まで開館します。年始は1月5日 から開館します。12月27日 17：00～1月4日 9：00まで、返却ポストはご利用いただけ
ません。ご了承ください。　 東住吉図書館　 06-6699-7000　 06-6699-3222

固定資産税・都市計画税（第3期分）
の納期限は、12月25日 です。

年末年始はごみの量が多く、収集時間帯が普段と変わりますので、
12月25日 ～1月6日 は、「収集日の朝8時30分まで」に必ずごみを出していただきますようお願いします。

粗大ごみ収集の申込み電話受付
▶年内は12月28日 まで、年始
は1月4日 から申込みを受け
付けます。
※申込み状況により、12月に収
集できない場合がありますの
で、早めにお申込みください。

【固定電話】
 0120-79-0053　　　　　
【携帯電話】

0570-07-0053
受付日
～ 9：00～17：00

（祝日も受付しております）
※月曜日や祝日の翌日は申込みが多
いため、電話がつながりにくい場合
があります。

通話料無料

通話料必要

中部環境事業センター　 06-6714-6411　 06-6714-7787

、は合場るなに日じ同が日集収の」類衣・紙古「」クッチスラプ装包器容「」みご源資「と」みご通普「※ 少し離してお出しください。

年末年始のごみ収集日程について令和2年度

専門相談員による
人権相談

電話、FAX、メール、面談で相談をお受けします。
（土曜日、年末年始（12月29日～1月3日）は休み）
区役所での相談を希望される方は電話、FAXで
事前にお申込みください。

大阪市人権啓発・相談センター
06-6532-7830
06-6531-0666
7830@osaka-jinken.net
～ 9：00～21：00
・ 9：00～17：30祝

予約要

東住吉警察署　 06-6622-1234
東住吉警察署からのお知らせ

現在、東住吉警察署では、歳末警戒を実施し、各種
事件・事故の防止、および検挙を行っています。
あわただしい師走には、歳末特有の現金を狙った
犯罪や特殊詐欺の発生が予想されます。また、未
だに飲酒運転が後を絶ちません。
｢油断せず！鍵かけ！声かけ！心がけ！｣と「交通
ルールの遵守と正しい交通マナーの実践！！｣を
行い、力をあわせて安全・安心なまち東住吉区を
めざしましょう。

平野区画整理記念会館
（中野2-7-16）

06-6702-0513　 06-6702-0519
■kukaku卓球大会
日時／12月26日  9：30～
場所／平野区画整理記念会館 ホール
定員／60名（先着順）
対象／12歳以上どなたでも
費用／1,000円　申込／会館窓口

施 設 情 報

公式ライン▲

東住吉会館等他の施設は、６・７面の生涯学習月
間にまとめましたのでご覧ください。

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
■あいサポート研修
　障がいのある方が困っているときに、できる範
囲でお手伝いをする｢あいサポーター｣になりま
せんか？
日時／12月12日  10：00～11：30
場所／早川福祉会館　定員／25名（先着順）
申込／電話またはFAXにて

■12月のさわやかサタデー
ITビジネス学生によるクリスマス会。
日時／12月12日
　　　 14：00～14：25　 14：35～15：00

　　　　※どちらかの参加となります。
場所／さわやかセンター
定員／各回10名（先着順）　申込／電話にて

申込要無 料

申込要無 料

12月1日 ～12月31日 まで
歳末警戒を実施しています！！

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

　家のまわりに燃えやすいものを置
かないようにし、家庭や地域におけ
る放火されない環境づくりを心がけ
ましょう。火災のない街づくりにご協
力よろしくお願いします。

大事やで
防火の心 みんなの命

令和2年度　大阪市防火標語

普段の収集曜日（地域） 年末最終の収集日 年始最初の収集日
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