
問合せ 大阪市総合コールセンター 4301-7285

10月27日（日） 日 時

北区役所（北区扇町2-1-27）
阿倍野区役所（阿倍野区文の里1-1-40）

場 所
各16名（電話予約要・先着順）定 員

9:30～12:00
申 込 10月24日（木）・25日（金）

無料・要予約日曜法律相談 ★★

6208-8805（予約専用）

その問題、専門家が一緒に考えます！ ★区役所で実施 ★は予約制 ★は一組30分以内

問合せ 区人権啓発推進事業実行委員会
地域 1階9番 4809-9734

問合せ 総務3階31番 4809-9626

人権について考えてみませんか？
楽しい催しもいっぱいです！

村田さんは東淀川区選挙管理委員会委員長として
10年8カ月にわたり、公正かつ適正な選挙の実施、住
民の選挙意識の向上に取り組まれ、地方自治の振
興と公共の福祉増進に大きく貢献された功労により、
旭日単光章を受章されました。伝達式を9月2日に東
淀川区役所で行い、北岡東淀川区長から勲記、宮腰
副区長から勲章をご遺族に伝達しました。

庭木や草花の園芸の悩みをお聞かせください。
ビデオ・図書などもあります。 

地域で活躍する大阪市グリーンコーディネーターの方
による「葉牡丹の寄せ植え講習」や「お正月飾り作成実
習」と区役所職員による「生き物の講習会」を行います。

日 時 11月3日（日・祝） 
10:00～15:00
（雨天決行）

日 時 10月23日（水） 14:00～15:30

期 間 令和2年4月～令和3年3月

申 込 12月6日（金）15:00までに送付・持参・HP
（多数抽選）

区民ホール（区役所3階）
及び区役所周辺

場 所

大隅公園（公園内 大桐5丁目）場 所

日 時 11月11日（月） 14：00～15:30
401会議室（区役所4階）場 所
30名（先着） ※定員になり次第締切定 員

多肉植物の栽培管理講習内容

内 容 ● 10:00～11:30  全体集会
● 10:30～14:45  子ども遊びコーナー 
　（手作りおもちゃ、バルーンアートなど）
● 11:30～14:45  模擬店コーナー
     （食べ物、飲み物）
● 12:00～15:00  ふれあい集会
　（ダンス、楽器演奏など）

心に人権の花を
「第35回 東淀川区民のつどい」

故・村田富男さんが
叙勲を受章されました

大阪府高齢者大学校 
令和2年度受講生募集

花と緑の講習・相談
「ひとり・ふたり・みどり号」

お正月の準備に役立つ
花と生き物の話

問合せ 認定NPO法人 大阪府高齢者大学校
（〒540-0006 中央区法円坂1-1-35）

6360-4400 6360-4500

問合せ 十三公園事務所 6309-0008

料 金 55,000円 ※別途、教材費などが必要な場合あり

無料・申込不要

申込・問合せ 4809-9973生活環境 2階23番

弁護士による
法律相談

税理士による
税務相談

宅地建物取引士による
不動産相談

行政書士による相談

司法書士による相談

社会保険労務士
による相談

就労相談

人権出張相談

人権擁護委員による
人権相談

ひとり親家庭
サポーターによる相談

行政相談委員による
行政相談

花と緑の相談 十三公園事務所 6309-0008 

広聴相談 1階10番

子育て・教育 2階25番
4809-9852

大阪法務局人権擁護部第一課
6942-1489

相談日・相談内容担当など

サバンナ堆肥を進呈しています

市民局人権企画課（市役所4階）
6208-7619 6202-7073

大阪市地域就労支援センター
0120-939-783 

社会保険労務士事務所
4800-8125（月〜金10:00〜17:00） 

司法書士事務所
0120-676-888（月〜金9:00〜18:00） 

行政書士会相談受付
6643-9903（月〜金10:00〜16:00）

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

官公署に提出する許認可や登録申請、遺言や相続などの相談

簡易裁判所における訴訟代理業務、債務整理などの相談

月〜金曜  ●9:00〜17:30（祝日・年末年始を除く）

月〜金曜  ●9:00〜20:30
日・祝日    ●9:00〜17:00
（電話・ファックス・メールでも相談可）

年金や労働問題、職場トラブルなどに関する相談

毎週水・木・金曜  ●9:15〜17:30（祝日・年末年始を除く）
離婚を考えている方、養育費に関する相談
就業など、ひとり親家庭の自立に向けた相談

第1火曜  ●13:00〜15:30
場所：社会福祉法人水仙福祉会 水仙の家1階（小松1-12-10）

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
●14:00〜16:00（受付は15:30まで）　

就労に関する情報提供・アドバイス・相談
●9:15〜12:15（9:15～11:45は予約不要）    
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予約  ・問合せ

人権啓発・相談センター

7830@osaka-jinken.net
6532-7830 6531-0666 

15日（火） 19日（火） ●14:00〜15:3010月 11月

7日（月） 11日（月）10月 11月

9日・23日（水）10月

5日・12日・19日・26日（火） 11月
1日・8日・15日・29日（火） 10月

3日・10日・17日・24日10月 7日・14日・21日・28日11月

13日・27日（水）11月

23日（水）10月 27日（水）11月

16日（水）10月 20日（水）11月

9日（水）10月 13日（水）11月

2日（水）10月 6日（水）11月

4809-9683

犯罪被害者等支援
のための総合相談

●13:00〜16:00

●13:00〜16:00

●13:00〜16:00

●13:00〜16:00

●13:00〜16:00

●13:00〜17:00
広聴相談 1階10番
ご予約は相談日当日の9:00より
受付けます。（当日以外のご予約は
受付けておりません） 

4809-9683
原則第1〜4木曜（祝日等の場合は変動あり）

大阪マラソン開催前に市内
全域の清掃活動を行います。

大阪マラソン“クリーンＵＰ”作戦
参加者募集

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、11月1日（金）までにFAX・郵
送・持参にて申込み　

申込・問合せ

6323-3511 6370-3951
東北環境事業センター（〒533-0006 上新庄1-2-20）

期 間 11月23日（土）～29日（金）

要申込

今年のテーマは「大阪の祭・イ
ベント」。検定合格者にはさまざ
まな特典も用意しています。

日 時 12月8日（日）
初級11:00～・上級14:30～

申 込 10月15日（火）まで

詳細はこちら▲

第11回 なにわなんでも大阪検定
受験者募集

問合せ なにわなんでも大阪検定
事務センター

6944-7728

専門家による
各種相談日 無料・秘密厳守

10月１日（火）から大道南１～２丁目地域の資源ごみ・
容器包装プラスチック分別収集の曜日が変わります

※収集曜日に変更がない地域でも、収集時間が変わる場合が
　ありますので、収集日当日の午前9時までにお出しください。

大道南１～２丁目地域の
ごみ収集曜日が変わります

問合せ 東北環境事業センター 6323-3511

容器包装
プラスチック

9月30日（月）まで 10月1日（火）から

資源ごみ 火曜日

金曜日

水曜日

土曜日

 ［ 10月1日～11月30日 ］

内 容 歴史、大阪再発見、語学、美術、
パソコンなど67科目

※講習会参加・相談される方にサバンナ堆肥進呈

選挙管理事務功労　故・村田富男さん
（前・東淀川区選挙管理委員会委員長）

きょくじつたんこうしょう むら た  とみ お

旭日単光章

要申込
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