
その他

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）

19日（火） 17日（火） ●14:00〜15:30

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）
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

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）    

★★★

★★★

★★★

★★★

★★★

★★★

★★★

★★

★★

★

★

問合せ 大阪市総合コールセンター 4301-7285

11月24日（日） 9:30～13:30日 時
浪速区役所（浪速区敷津東1-4-20）
淀川区役所（淀川区十三東2-3-3） 

場 所

各16名（電話予約要・先着順）定 員
申 込 11月21日（木）・22日（金） 9:30～12:00

予約  ・問合せ

人権啓発・相談センター

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

無料・要予約日曜法律相談★★

6208-8805（予約専用）

12月

3日・10日・17日・24日（火） 12月
5日・12日・19日・26日（火） 

7日・14日・21日・28日（木）
5日・12日・19日（木）12月

11月

11月

11月

13日・27日（水） 11日・25日（水）12月

20日（水） 18日（水）12月

13日（水） 11日（水）12月

6日（水） 4日（水）12月

4809-9683

犯罪被害者等支援
のための総合相談

27日（水） 25日（水）12月 ●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

問合せ 大阪市総合コールセンター 4301-7285
11月25日（月） 18:00～21:00（受付は20:00まで）日 時
北区民センター（北区扇町2-1-27）場 所

40名定 員無料・予約不要ナイター法律相談 ★ ※受付開始（17:30予定）までに来場された方で、
　抽選により相談の順番を決定。以降、先着順。
※定員に達した時点で受付早期終了あり。

※ 他 の 曜 日 に
相談できる場合
あり。応相談

問合せ 4809-9927

電話又は来館 東淀川区民会館
（東淡路1-4-53 4階）

申込・問合せ
6379-0700

東淀川区民会館

書き方を実践的に学ぶ講義と、講師を
交えた2回の終活カフェを行い、「エンディングノート」を
仕上げましょう。終活カフェでは、詳しい書き方につい
て講師に質問ができます。使用する「エンディングノー
ト」は、受講者の皆さんへ進呈します。

区内の障がい関係の施設や事業所、団体が一堂に
会し、舞台発表や模擬店などに取り組むことで楽し
い一日を過ごし、交流と親睦を深めるイベントです。
障がいの有無や年齢を問わず、幅広い方々のご参加
をお待ちしています。

「エンディングノート」を仕上げてみよう！

日 時 講義： 12月9日（月） 14:00～16:00
終活カフェ： 12月16日（月）・23日（月）
　　　　   14:00～15:30

定 員 講義60名・終活カフェ20名（先着）
※終活カフェのみの参加不可

料 金 講義1,000円・終活カフェ1回500円
講 師 竹内奉正氏（NEXTAGE研究所・所長）

問合せ こぶしネット事務局
（区医師会内）

6320-2226

問合せ 区地域自立支援協議会
（事務局：区障がい者基幹相談支援センター　豊新2-5-1）

6325-9992

場 所 区民ホール（区役所3階）
日 時 12月1日（日） 14:00～16:00（開場13:30）

場 所 淡路地域福祉・生活支援センター
「つどいホール」（淡路3-13-37）

日 時 11月16日（土） 11:00～15:00

定 員 300名 申 込 不要（当日先着）

要申込

空家の利活用を応援します！
「空家利活用改修補助事業」受付中

（1部） 笑福亭學光さんによる「終活落語」
（2部） 人生会議とオレンジノートについてのお話
　　　    講師 池永昌之氏（淀川キリスト教病院）
　　                   濱吉美穂氏（佛教大学）
（3部） オレンジノートを書いてみる＆話してみる

第6回 障がい者との交流フェスタ
「みんなで和っしょい！」 無料・申込不要

詳細はこちら▲

●企画調整 1階 9番

自分のこれからのいきかたについて考えてみましょう！

11月

11月

11月

11月

11日（月） 2日（月）12月11月

11月

第6回 こぶしネット 市民公開講座
「自分で決めたい私の人生
～もしものときの医療と介護、そして人生会議～」

問合せ 大阪エヴェッサ クラブオフィス ホームタウン担当

要事前購入

場 所 おおきにアリーナ舞洲（此花区北港緑地2-2-15）

対 象 区内在住・在勤・在学の方
料 金 アリーナ2階自由席

申 込 11月1日（金）10:00～12月10日（火）23:59の

日 時 12月14日（土）・15日（日）
試合開始15:05
※時間は変更になる可能性あり

東淀川区民応援デー B.LEAGUE
「大阪エヴェッサ」を応援しよう！

詳細はこちら▲

ⒸOSAKA EVESSA

期間中に大阪エヴェッサ公式WEBサイトから申込み
※応援デー優待は前売のみ
※対象席種が完売になり次第、優待販売終了

1億円プレーヤー「富樫勇樹」を迎
え撃つ！ 話題の「大阪エヴェッサvs千葉ジェッ
ツ」を優待価格でご観戦いただけます！

大人 2,000円 （通常前売価格:2,500円）
小中高 900円 （通常前売価格:1,000円）

その問題、専門家が一緒に考えます！
 ［ 11月1日～12月31日 ］
★区役所で実施 ★予約制 ★一組30分以内

無料・秘密厳守

問合せ 東淀川図書館
（東淡路1-4-53 3階）

6323-5476

無料・申込不要
「なにわ語り部の会」のおはなし会

対 象 子どもから大人まで
日 時 11月23日（土） 13:30～14:00

定 員 30名（当日先着）

素語りで昔話などの物語を語ります。

入場無料・
手話通訳有

大阪市では、空家の利活用に向けた良質なストック
への改修を促進するため、住宅の性能向上に資する
改修や地域まちづくりに資する用途へ
の改修に要する費用等に対して補助
を行う「空家利活用改修補助事業」を
創設し、6月24日から補助申請の事前
協議・受付を行っています。

専門家による
各種相談日

0120-937-625（平日10:00〜17:00）

●都市整備局市街地整備部 住環境整備課 
   防災・耐震化計画担当 6208-9622

※税込み

4 東淀川区  ご意見・ご要望 検 索ご意見・ご要望について 市政・区政に対するご意見・ご要望は、
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。

広聴相談 1階10番 4809-9683 6327-1970

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 索広報

令和元年11月  No.282

～助け合い、つながりをつくります～
遠くの親戚より、近くの町会

問合せ 地域課 1階 9番 4809-9603
詳細は
こちら


