
　花と緑の講習、相談を行います。
【日　時】10月23日（火）
　　　　14:00～15:30
【場　所】小松公園（小松2-12）
【講習内容】秋植え球根の栽培管理

秘密厳守
無 料

相談日 予約・問合せ先、相談内容
弁護士による
法律相談

行政書士による相談

宅地建物取引士に
よる不動産相談

司法書士による相談

11月 1・8・15・224・11・18・2510月
広聴相談
4809-9683（相談日当日の9:00から申込開始）

全日本不動産協会大阪府本部北支部
6373-1511（月～金 10：00～16：00）

賃貸・売買契約や相続、名義変更など不動産に関する相談
行政書士会相談受付
6306-3307（月～金 10：00～16：00）

官公署に提出する許認可や登録申請、遺言や相続、
契約などの手続きの相談
司法書士事務所
0120-676-888（月～金 9：00～18：00）

簡易裁判所における訴訟代理業務、供託手続き、
登記簿手続きなどの相談
社会保険労務士事務所
4800-8125（月～金 10：00～17：00）

年金・医療、労災・雇用保険、退職・解雇、セクハラ・パワハラ
などに関する相談

子育て・教育  　　　　 4809-9852
就業など、ひとり親家庭の自立に向けた相談
離婚を考えている方、養育費に関する相談

大阪市地域就労支援センター
0120-939-783

資格・技能取得講座などの紹介、履歴書の書き方、面接の受
け方など、仕事探しのためのアドバイス・相談

13：00～17：00
11月 6・13・20・2710月 2・9・16・23・30

13：00～16：00
11月 7（水）10月 3（水）

13：00～16：00

11月 14（水）10月 10（水）
13：00～16：00

11月 21（水）10月 17（水）
13：00～16：00

11月 28（水）10月 24（水）
13：00～16：00

11月 7・14・28（水）10月 3・10・24（水）
9：15～12：15

（毎週火・金）
（祝・年末年始を除く）
※他の曜日に相談できる場合があります。応相談

（毎週火曜）

9：15～17：30

14：00～16：00（受付は15：00まで）

14：00～15：30

税理士による
税務相談

9:15～11:45は

人権啓発・相談センター
6532-7830　 6531-0666

大阪法務局人権擁護部第一課　 6942-1489
（場所）社会福祉法人水仙福祉会 水仙の家1階（小松1-12-10）
市民局人権企画課（市役所4階）
6208-7619　 6202-7073

広聴相談 　　　　 4809-9683
国の仕事やその手続き、サービスに対する意見・要望などの相談

人権出張相談

犯罪被害者等支援の
ための総合相談

人権擁護委員による
人権相談

花と緑の相談

行政相談委員による
行政相談

ひとり親家庭
サポーター
による相談

十三公園事務所 6309-0008
サバンナ堆肥を進呈しています

社会保険労務士
による相談

6（火）11月

1階　　番10

1階　　番10

2階　　番25

予約不要

（第1～4木曜）

就労相談

専門家による各種相談日 10月1日～11月30日
その問題、専門家が一緒に考えます！

（月～金）      9：00～17：30
（土・日・祝・年末年始を除く）

（第1火曜）　　13：00～15：30

（月～金）     9：00～20：30
（日・祝）  　 9：00～17：00

5(月)11月

2（火）10月

1（月）10月

　は区役所で実施　 　 は予約制

区 予

区 予

区 予

区 予

区 予

区 予

区 予

区

区

区

予

区 予

予

【問合せ】大阪市総合コールセンター　 4301-7285

【日　時】10月28日（日） 9：30～13：30
【場　所】北区役所（北区扇町2-1-27）・ 住之江区役所（住之江区御崎3-1-17）
【定　員】各16名(電話予約要・先着順)
【申　込】10月25日(木)・26日(金) 9：30～12：00

6208-8805（予約専用）

日曜法律相談 無 料

※電話・FAXでの
　相談も可

大阪マラソン開催前に市内全域の清掃活動を行います。
【期　間】11月17日（土）～23日（金・祝）
【申込・　区役所区民情報コーナーや環境事業センターなどで

配付中の参加募集チラシ裏面の申込書に必要事項を
記入し、10月26日（金）までにFAX・送付・持参で申込み

　　　　東北環境事業センター　
　　　　（〒533-0006 上新庄1-2-20） 

6323-3511   6370-3951

参加者募集!

その他

大阪市では、家庭でご不用になった蛍光灯管につ
いて区役所等で拠点回収を行っていますが、それに
加え、電話等の申込みによる訪問回収を実施します。
【実施開始】10月1日（月）～
【回収品目】蛍光灯管（最大の辺又は径が30㎝を超え

るもの、棒状で1ｍを超えるものも含む）
※電球・グロー球・ＬＥＤは除く

【申込・問合せ】東北環境事業センター　
6323-3511   6370-3951

蛍光灯管の電話等申込による
訪問回収を実施します

「東淀川区 民生委員制度創設
100周年記念イベント」を開催します！！

住まいが空き家になった際の管理や権利関係の整
理、土地活用の方法等を紹介します。ご希望
の方は専門家による個別相談もありますの
で、ぜひお越しください。　　　　
【日　時】11月4日（日） 00：11～00：01〉ーナミセ〈  

〈個別相談会〉11：00～11：30
【場　所】旭区民センター3階 集会室1（旭区中宮1-11-14）
【定　員】セミナー40名／個別相談10組
【申込・　10月25日（木）までに「代表者住所・氏名・電

話番号・参加人数・個別相談の希望の有無と
希望の相談内容」を記載のうえ、FAX・メー
ルで申込み　※参加申込後、特に連絡がな
い場合は直接会場へお越しください。
旭区役所 総務課（防災担当）
6957-9007　 6952-3247
tp0001@city.osaka.lg.jp

空き家等の管理・活用セミナー、
個別相談会を開催します
【東淀川区・旭区共催】 要申込無 料

民生委員は身近な相談相手として、地
域の方々の生活に寄り添って活動するボ
ランティアです。前身となる方面委員制度
が大阪の地で誕生してから、平成30年で
100周年を迎えることを記念し、イベント
を開催しますので、ぜひご参加ください！！
※来場者にはもれなくPRグッズを、お子さんにはバルー
ンアートをプレゼント！！

【日　時】10月26日（金） 13：00～16：30
（受付13：00～13：30）

【内　容】①民生委員・児童委員 パネル展 13:00～16:30
②東淀川区住みます芸人「福人」の漫談
 13:40～14:00
③「ケアニン」の映画上映会 14:00～16:00

【場　所】区民ホール（区役所3階）
【問合せ】安全安心企画　　　　　 4809-9505

無 料 申込不要

1階　　番8

ご近所お誘い合わせのうえ、ぜひご来場ください。
【日　時】11月3日（土・祝）  10：00～15：00（雨天決行）
【場　所】区民ホール（区役所3階）及び区役所周辺
【内　容】 全体集会 10:00～11:30

ふれあい集会 12:00～15:00（小学生舞台発表、
楽器演奏、ラッキープレゼントビンゴ大会など）
模擬店コーナー 11:30～14:45（食べ物、飲み物）
子ども遊びコーナー 10:30～14:45
　（手作りおもちゃ、バルーンアートなど）

【問合せ】区人権啓発推進事業実行委員会
　　　　地域協働　　　　　 4809-9734

「心に人権の花を 第34回東淀川区民の
つどい」を開催します！ 無 料 申込不要

1階　　番9

もし外出先で災害に遭ったら…歩いて帰れる健脚づ
くりのためのウオークイベント（要申込）、防災について学
べるブースや、ステージ（申込不要）をお楽しみください！
【日　時】12月1日（土） 9：30～16：00※雨天決行
【場　所】大阪経済大学（ウオークコース：東淀川区全域）
【対　象】子ども～高齢者 ※ただし、小学生以下は

保護者同伴、障がい者は介助者同伴
【定　員】5km・10kmコース 各300名
　　　　20㎞コース 400名　（各先着順）
【申　込】11月16日（金）までに「希望コース毎に参加者

全員の氏名・年齢・性別・連絡先」を、
　　　　①OSAKA５GO！WALK大会HP・FAX
　　　　②総合企画               窓口
【問合せ】大阪経済大学総務部広報課

6328-2431　 6323-4790
総合企画　　　　　 4809-9908 

健脚と防災知識の一挙両得！
「OSAKA 5GO！ WALK」
～災害に強いまちづくりは健脚から～

無 料
要申込

1階　　番10

1階　　番10

詳細はこちら➡

ひとり・ふたり・みどり号 無 料 申込不要

【問合せ】十三公園事務所　 6309-0008

問合せ】

問合せ】

ふくんちゅ

●市政・区政に対するご意見・ご要望は、広聴相談　　　　　へ　 4809-9683　 6327-1970
　区役所正面玄関に、「市政・区政へのアイデア　区長への提案・意見箱」を設置しています。 東淀川区  ご意見・ご要望 検 索

1階　　番10

広報

4

ホームページバナー募集中！　区役所ホームページに広告を掲載しませんか？ 詳しくはこちら➡ 東淀川区  バナー広告 検 索

広告掲載枠 広告掲載枠


