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市民向け無料相談

東住吉会館

ご利用は市内在住の方に限ります

（東田辺2-11-28）

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。
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

1月7日･21日、2月4日
13：00〜16：00
（最終時間枠は15：30）

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
日曜法律相談

外国籍住民
法律相談

06-6699-1100

申込方法、場所など

1月12日･19日･26日、
2月2日
1月5日 は実施しません
13:00〜17：00
（最終時間枠は16：30）

予約・問合せ

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
5階53番窓口
予約受付します。
06-4399-9683
★1名
（組）
30分以内。
つながりに
※電話が混み合い、
★予約頂けるのは、
くくなる場合があります。
1枠
（30分単位）
です。

1月13日 、2月〜3月はなし
13：00〜16：00（受付は15：30まで）
1月14日 、2月はなし
13:00〜15:00（受付は14:30まで）
場所／区役所 5階53番窓口
1月20日、2月17日
13:00〜16:00（受付は15:00まで）
1月28日、2月25日
13:00〜15:00（受付は14:45まで）

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

予約要

1月24日
9:30〜13:30

1月21日 ・22日
場所／住之江区役所
（住之江区御崎3-1-17）
9:30〜12:00
西区役所
（西区新町4-5-14）
【予約専用】
定員／各会場16組 先着順
06-6208-8805

予約要

1月6日･20日、2月3日
13:00〜16:00

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

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
花と緑の相談

2月17日
14：00〜15：30 ※1月は休止

ごみの分別相談と
フードドライブ※7

1月12日
14:00〜16:00

専門相談員による
予約要
人権相談

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

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。

【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
長居公園事務所
06-6691-7200
中部環境事業センター
（普及啓発担当）
06-6714-6411
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
・祝 9：00〜17：30

東住吉図書館

（東田辺2-11-28）

06-6699-7000

06-6699-3222

無 料 申込不要
■大阪管区気象台巡回展示
大阪管区気象台の協力により、過去の水害に関
するパネルや、｢雨量計｣の実物などを展示します。
日時／2月17日 まで
場所／東住吉図書館 入口前ガラスケース

長居植物園

06-6699-3000
06-6696-7405

■大阪市立長居植物園フォトコンテスト2021
今年も長居植物園フォトコンテストを開催します！
｢植物園はお花を見るところ！｣｢冬の植物園は見
るとこない！｣…いえいえ！お花を見る以外にもた
くさんの魅力があります！！長居植物園の魅力が
伝わる写真を、ぜひご投稿ください！
日時／1月5日 〜31日 9：30〜16：30
（入園は16：00まで)
費用／無料
（別途入園料が必要）

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

東住吉区老人福祉センター

（東田辺2-11-28）

（長居公園1-23）

06-6696-7117

日時／1月9日 14：00〜14：25、14：35〜15：00
定員／各回先着10名
（予約制） 申込／電話にて
無 料 申込要
■里親講座 〜地域で支え合おう〜
施設で暮らす子どもたち･週末里親について
日時／2月6日 10：00〜12：00
定員／15名
（先着順） ※一時保育3名まで要予約
申込／電話･FAX･メール･来館にて
tikatu1@sawayaka-c.ne.jp
※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

06-6622-8973

■1月のさわやかサタデー
虹色アンサンブルによる演奏

無 料 申込要

06-6697-6686

無 料 申込要
■新春カラオケ大会
日時／2月11日 ・祝 13：00〜
場所／東住吉区民ホール
（区役所3階）
定員／30名
（歌い手）
、30名
（観覧者）
申込／歌われる方は窓口まで、観覧者はお電話に
て。1月8日 10：00〜28日 15：00
定員になり次第終了。
無 料 申込要
■笑いで健康に
日時／2月9日 13：00〜15：00
場所／老人福祉センター 定員／20名
（抽選）
申込／1月26日 10：00〜15：00電話にて
無 料 申込要
■カラオケ講習会
日時／2月16日 13：30〜15：00
場所／老人福祉センター 定員／20名
（先着順）
申込／1月8日 10：00〜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

06-6697-8080

■東住吉会館 将棋教室 全10回
日時／1月13日〜3月24日 （3月3日休講）
◆基 礎／17:10〜18:55
◆初･中級／19:10〜20:55
定員／各14名
（先着順） 費用／8,000円
■初めての絵手紙 新春を描く 全5回
日時／1月19日〜2月23日
13:30〜15:30
（2月2日休講）
定員／20名
（先着順） 費用／4,000円
■決算書の読み方 全3回
日時／1月30日、2月13日、20日
14:00〜16:00
定員／20名
（先着順） 費用／3,000円
■初心者の手話教室 全6回
日時／2月9日〜3月23日
19:00〜21:00
（3月2日休講）
定員／各20名
（先着順） 費用／4,200円
※申込は電話、
ＦＡＸ、来館にて
※場所はすべて東住吉会館

平野区画整理記念会館

（中野2-7-16）

06-6702-0513

06-6702-0519

■ひらの寄席 200回突破！記念公演＆初笑い
関西演芸協会会長の桂福団治師匠をお迎えし、
200回という公演回数の実現を支えていただい
た地域のお客様と演者様に感謝の気持ちを込め、
豪華記念公演を開催いたします。
（13：00開場）
日時／1月14日 13：30〜
場所／平野区画整理記念会館 ホール
定員／150名
（先着順） 費用／1,000円
演者／露の瑞、笑福亭喬介、桂春若、
太神楽曲芸師 豊来家一輝、
桂米輔、桂福団治 （出演順）

※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

施 設 情 報

東住吉

イベント・講座・募集
イベント

人権イベント｢影絵音楽団くぷくぷ
ファミリーステージ｣
無料

申込要

ユネスコ登録の無形文化遺産であるインドネシア
の影絵芝居
（ワヤン･クリ）
とガムラン音楽を体感し、
多様な世界の素晴らしさを学びませんか！
日時／1月31日 ①11:00〜 ②14:00〜
各回1時間10分程度
（開場は30分前）
場所／東住吉区民ホール
（区役所3階）
※マスク着用をお願いします。
※車での来場はご遠慮ください。
定員／各回50名 ※手話通訳あり
申込／1月19日 17：00までに、下記申込先に電
話、
メール、往復はがきのいずれかの方法で
お申込みください。申込み時には｢影絵音楽
団ステージ｣の旨と、希望時間・氏名
（参加希
望者全員）
・住所・連絡先
（電話番号等）
を必ず
お示しください。
（申込多数抽選）
※区役所での申込受付は行いません。
申込先／一般財団法人 大阪教育文化振興財団
〒541-0055
大阪市中央区船場中央4-1-10-203
｢大阪教育文化振興財団青少年事業課｣あて
06-4963-3254
（ 〜 ）
hito-kirakira@kyoiku-shinko.jp
区民企画課 5階54番
06-4399-9908
06-6629-4564

保育士就職面接会 保育園の担当者と直接話ができる就職面接会を開催します。保育士経験が無い方も是非ご参加ください。参加事業所数▶5社
（予定）
日時／1月23日 14：00〜16：00
（予約制） 場所／ハローワークプラザ難波 セミナールーム
（中央区難波2-2-3 御堂筋グランドビル 4階） 申込／前日までに窓口にて
ハローワーク阿倍野 人材確保対策コーナー
06-4399-6007
（内線44＃）
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