
施設情報
新型コロナウイルス感染症の影響により、イベン
ト等については中止となる場合があります。
詳しくはホームページなどでご確認ください。

　登録ボランティアによる舞台発表、作品展示、
おもちゃ病院

　カメラの基礎と撮影の実践を学びます。
申込要写真教室と撮影会

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問合せ
06-6622-8973

東住吉会館 （東田辺2-11-28）
☎06-6699-1100問合せ
06-6697-8080

ボランティアdays 開催！

あいサポート研修
　障がいの特性や必要な配慮について
学びませんか？

1舞台につき先着10名予約制定員

日時 11月5日金～7日日
10:00～15:30　※7日は15:00まで

無料 申込要

無料 申込要

無料 申込要 無料 申込要

日時 10月27日水 10:00～11:30

東住吉会館、長居植物園場所

日時 写真教室　10月17日・24日、11月7日日
　　　　　13:30～16:30
撮影会　　10月31日日9:45～12:00

30名（先着順）定員
2,000円（全4回） 長居植物園入園料は別途要料金
来館または電話・FAXにて申込

高齢者健康教室

30名（先着）定員

日時 11月4日木
白内障・緑内障【石橋 秀俊先生】
11月11日木
骨粗しょう症の予防と治療【金子 雅宏先生】
11月18日木
慢性腎臓病 最新治療【佐々木 伸一先生】
11月25日木
おなかの健康【南大阪ヤクルト】
各13:30～15:00

10月7日木10:00～電話にて申込

東住吉区老人福祉センター
（東田辺2-11-28） 

☎06-6699-3000問合せ
06-6697-6686

平野区画整理記念会館 ホール場所
日時 11月11日木13:30～（開場13:00） 大阪合同庁舎第2号館共用会議室

（中央区大手前4－1－67）
場所

11月1日月～8日月9:00～17:00電話にて申込

日時 11月12日金10:00～16:00【完全予約制】

当日、またはチケットぴあにて販売中申込
月亭希遊、笑福亭呂好、桂春若、桂米輔、
桂宗助改メ桂八十八（出演順）

演者

定員 200名 費用 1,000円

★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。

市民向け無料相談

　掘り出し物がいっぱい！屋内開催だから雨でも楽し
めます！

　毎日の暮らしの中、国や行政の仕事等で相談ごとが
ありましたら、お気軽に行政相談をご利用ください。
　10月の開催日は14日木です。

平野区画整理記念会館場所
日時 10月17日日 10:30～15:00

kukakuフリーマーケット

第204回ひらの寄席 

☎06-6702-0513問合せ
06-6702-0519

平野区画整理記念会館（中野2-7-16）

相談名 申込方法・問合せ日 時 / 場 所

※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

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

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

日曜法律相談 予約要

ひとり親家庭相談
（離婚前相談も実施）

予約要

花と緑の相談

ごみの分別相談と
フードドライブ※7

専門相談員による人権相談

ナイター法律相談

10月5日･12日･19日･26日、11月2日火
13：00～17：00　　区役所 5階53番窓口
10月21日木 13：00～16：00
                        区役所 5階53番窓口
10月13日水 受付 13：00～15：30
　　　　　　　　  区役所 5階53番窓口
10月14日木 受付 13：00～14：30
　　　　　　　　  区役所 5階53番窓口
10月20日水 受付 13：00～15：00
  　　　　　　　　区役所 5階53番窓口

10月21日木 受付 18：30～20：00
  　　　　　　　　　天王寺区民センター

10月24日日  9：30～13：30
　　　　　　　　　　港区役所　旭区役所

毎週火･水･金(祝日除く)
9：15～17：30　  区役所 2階㉘番窓口

10月12日火 14：００～16：00
                  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、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。予約要

当日9:00から電話にて先着順に予約受付
★1名（組）30分以内。

電話または来庁にて予約受付

総務課（広聴）　☎06-4399-9683

総務課（広聴）　☎06-4399-9683
当日窓口受付　

10月21日木･22日金 9：30～12：00 
定員／各会場16組 
先着順に予約受付 【予約専用】☎06-6208-8805

中部環境事業センター(普及啓発担当)
☎06-6714-6411

保健福祉課（子育て支援）　 ☎06-4399-9838

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

定員／32組
【問合せ】☎06-4301-7285
　　　　　(大阪市総合コールセンター) 

人権擁護委員による
特設人権相談所

10月15日金 13:30～16:00
※大阪管区気象台が大阪市内に気象警報を
　発令している場合は中止することがあります。
　　　　　　　　住吉区役所 西成区役所

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

10月28日木 受付 13：00～14：45
  　　　　　　　　区役所 5階53番窓口

中央図書館自動車文庫
☎06-6539-3305

問合せ

移動図書館10月まちかど号巡回日

日 時
10月7日、11月4日木
14：25～15：00

市営矢田部住宅中央公園
（公園南矢田1-22）

10月1日、11月5日金
10：25～11：15

矢田東小学校東門
（住道矢田2-7）

10月2日、11月6日土
14：25～15：05

サンヴァリエ針中野6号棟前
（湯里3-2）

10月16日土
10：20～11：20

中町会公園
（杭全7-14）

10月23日土
11：25～12：05

平野白鷺公園
（今川6-7）

場 所

東住吉会館 大会議室（図書館と同じ建物の2階）場所
日時 10月16日土 14:00～15:00

10月6日水～15日金まで
来館または電話にて

申込
定員 20名（先着順）

第24回大阪市図書館フェスティバル
「秋のおはなし会スペシャル」

☎06-6699-7000問合せ
06-6699-3222

東住吉図書館（東田辺2-11-28）

　ボランティアグループ「おはなしたまてばこ」のみ
なさんによるおはなし会です。今回は「どうぶつ」を
テーマに、絵本のよみきかせやパネルシアターなど
をおこないます。

☎06-6696-7117問合せ
06-6696-7405

長居植物園（長居公園1-23）

入園料200円（花摘み体験会は別途300円）費用

秋の花まつり
　10月は秋風にそよ
ぐ花のベストシーズン！
　可憐な「コスモス」、
気品のある「バラ」、
豪華な「ダリア」が長
居植物園の秋を彩り
ます。
期間最終日14:00～、
コスモス畑を開放し、花摘み体験会も開催します
（※別途300円、整理券が必要）。

10月9日土～31日日 9:30～17:00
（入園は16:30まで）
※10月31日のみコスモス鑑賞は14:00まで

日時

総務課（広聴）5階53番
☎06-4399-9683     06-6629-4533

問合せ

近畿管区行政評価局行政相談課
☎06-6941-8358

問合せ

10月18日月～24日日は「行政相談週間」です

「相続・登記・税金・年金など
行政なんでも相談所」を開設します！

※いずれも申込は来所または電話にて
　詳しくはホームページまたは電話にて

今月の開催はありません
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ネットで便利！ 大阪市税　〈Web口座振替受付サービス〉大阪市税の口座振替・自動払込をパソコン・スマートフォン・タブレット端末からお申込みできます。
〈スマートフォンなどを利用した納付方法〉コンビニ収納用バーコードが印刷された納付書で、キャッシュレス決済アプリによる納付ができます。
また、大阪市税クレジットカード納付サイトからクレジットカードによる納付も可能です。


