
　子どもが夏休みを迎える保護者の皆さんは、
❶ SNSを正しく理解して使用する。
　 ・人を傷つける書き込みをしない
　 ・知らない人に情報を教えたり、会わない
　 ・危険な情報をみない、連絡しない
❷ 夜中は危険が多いので出歩かない。
❸ トラブルにあったときは、ひとりで悩まず保護者や
　  先生に相談する。
などの家庭のルールを決め、犯罪から子どもを守りま
しょう。 

東住吉警察署　☎06-6622-1234問合せ
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問合せ
東住吉消防署からのお知らせ

　これからの季節は、熱中症の症状で救急搬送される
方が急増します。室内や夜間、幅広い年代層で発生し
ています。こまめに水分補給をしたり、エアコン等を
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。

　熱中症患者のおよそ半数は65歳以上の高齢者です。
暑さ・水分不足に対する感覚機能や、暑さに対する
体の調整機能が低下していますので、特に注意しま
しょう。

高齢者は特に注意が必要です！

熱中症にご注意ください！

施設情報

☎06-6699-7000問合せ
06-6699-3222

東住吉図書館（東田辺2-11-28）

東住吉会館 大会議室（図書館と同じ建物の2階）場所
各回30名（先着順）定員
7月6日火～7月30日金まで、来館または電
話で受付

申込

日時 7月31日土
①11:00～12:00 ②14:00～15:00（2回公演）

パレットの夏のおはなし会 無 料 申込要

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。

☎06-6696-7117問合せ
06-6696-7405

長居植物園（長居公園1-23）

長居植物園場所 無料（別途入園料が必要）費用

プレひま“ちょっと早い長居植物園のひまわり”
　ひまわりウィークに先駆け、園内にひまわりが!!夏の
暑さが本格的になる7月、元気いっぱいに咲き揃うひま
わりが園内の花壇を彩ります。
日時 7月22日木　 ～7月30日金

9:30～17:00（入園は16:30まで）
祝

一般財団法人 大阪市コミュニティ協会
東住吉区支部協議会
☎06-6115-8236
　06-6115-8260

問合せ

申込 FAXまたはメール。申込書・開催要項はホー
ムページからダウンロードできます。

主催 東住吉区スポーツ・レクリエーション事業実
行委員会

協力 公益財団法人 大阪府柔道整復師会

日時 9月5日日  7:30～16:00
場所 平野白鷺公園運動場
種目 男子・女子
費用

締切 8月6日金

対象 １チーム（18名以内）
区内在住の20歳以上の方

日時 9月12日日  9:30～16:00
場所 東住吉スポーツセンター
種目 一般・女性・ファミリー・シニア
費用 １チーム3,000円 （抽選会当日に徴収）
締切 8月13日金
対象 １チーム（4～8名以内）区内在住・在勤の

12歳以上の方（小学生不可）

区民ソフトボール大会

区民ソフトバレーボール大会

大会出場チーム募集 申込要

1チーム5,000円 （抽選会当日に徴収）

先着10名（予約制）定員 電話にて申込

申込要無 料日時 ７月１０日土
14:00～15:00

7月のさわやかサタデー（なでしこ会による朗読）

無 料

日時 7月24日土13:30～15:30
※部品代が必要な場合があります。

ひがしすみよし・おもちゃ病院

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

申込不要

無 料

平野区画整理記念会館場所
日時 7月11日日10:30～15:00

Kukakuフリーマーケット

☎06-6702-0513問合せ
06-6702-0519

平野区画整理記念会館（中野2-7-16）

ホール場所
前売り800円 当日券1,000円費用

各200名定員
日時 7月24日土17:00の部／19:00の部
ぁみ怪談～怪談家ぁみのこわーい話～ 申込要

会館窓口・チケットぴあにて販売中申込

申込不要

無 料

13名（抽選）定員

日時 7月21日水13:00～15:00
サロンdeなでしこ（折り紙） 申込要

7月7日水10:00～15:00 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

無 料

15名（抽選）定員

日時 8月4日水13:30～15:00
金融トラブルに巻き込まれないために 申込要

7月7日水10:00～15:00 電話にて申込
※センターの利用には「利用証」が必要
※対象は市内在住60歳以上の方

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

★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

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

外国籍住民法律相談 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

弁護士による「離婚・養育費」に
関する専門相談 予約要

ナイター法律相談

7月6日･13日･20日･27日、8月3日火
13：00～17：00　　区役所 5階53番窓口

7月15日、8月19日木
13：00～16：00　　区役所 5階53番窓口
7月14日水 受付 13：00～15：30
　　　　　　　　  区役所 5階53番窓口
7月8日、8月12日木 受付 13：00～14：30
　　　　　　　　  区役所 5階53番窓口
7月21日、8月18日水 受付 13：00～15：00
  　　　　　　　　区役所 5階53番窓口
8月26日木 受付 13：00～14：45
  　　　　　　　　区役所 5階53番窓口

7月25日日  9：30～13：30
　　　　　　　　　　　　　　 西区役所

7月7日・21日、8月4日水 13：00～16：00
大阪国際交流センター内
インフォメーションセンター

毎週火･水･金(祝日除く)
9：15～17：30　  区役所 2階㉘番窓口

7月13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　

7月20日火･21日水 9：30～12：00 定員／16組 
先着順に予約受付 【予約専用】☎06-6208-8805

7月27日火 受付 18:30～20:00
 　　　　　　　　　 天王寺区民センター

定員／32組
【問合せ】☎06-4301-7285 

【予約専用】☎06-6772-1127 定員／各4組
【問合せ】☎06-4301-7285

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

7月28日水 14:00～17:00
　　　　　　　　   区役所 2階㉘番窓口

7月16日金9:00から先着順に予約受付 定員／4組
※未成年のこどもがいる父母に限ります
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

8月末まで中止

広報 東住吉2021年（令和3年）7月号 No.302

5令和3年4月号から配布事業者が「株式会社EKIMU」に変更になりました。毎月1日から5日（5月・1月は7日）の間に区内の全ての世帯・事業所にお届けしています。
５日たっても配布されない場合は、配布事業者株式会社EKIMU（エキム）　  0120-292-296へ連絡をお願いします。　　　　総務課（広報）5階53番　☎06-4399-9683問合せ


