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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？ 詳細はこちら 検索東淀川区　バナー広告

市政・区政に対するご意見・ご要望は、広聴相談  1階10番へ　a4809-9683　b6327-1970
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。 検索東淀川区　ご意見・ご要望

令和2年 11月｜No.294

広 報

広 告

施設からのお知らせ

その他

★区役所で実施
◆1組 30分以内

その問題、専門家が一緒に考えます！ 

専門家による各種相談日 11月1日～12月31日
無料 秘密厳守

相談日については、変更・中止になることがありますので、HPで最新情報をご確認ください。▶▶▶

11月17日(火)／12月15日(火) 14：00～15：30
花と緑の相談 ★　サバンナ堆肥を進呈します 十三公園事務所

a 6309-0008

11月11日・25日（水）／12月9日・23日(水） 9：15～12：15 ※9：15～11：45は予約不要
就労相談 事前予約可★◆　就労に関する情報提供・アドバイス・相談

毎週水・木・金 9：15～17：30 ※祝・年末年始を除く ※他の曜日に相談できる場合あり。応相談

ひとり親家庭サポーターによる相談 事前予約制★
○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

11月5日・12日・19日・26日（木）／12月3日・10日・17日・24日（木） 13：00～17：00
弁護士による法律相談 当日予約制★◆

※11月はありません／12月1日・8日・15日・22日（火） 13：00～16：00
税理士による税務相談 当日予約制★◆

月～金 9：00～20：30／日・祝 9：00～17：00 ※電話・FAX・メールでも相談可

人権出張相談 事前予約制★

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）

人権擁護委員による人権相談

11月2日(月)／12月7日(月) 14：00～16：00 ※受付は15：30まで

行政相談委員による行政相談 ★
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

月～金 9：00～17：30 ※土・日・祝・年末年始を除く
犯罪被害者等支援のための総合相談

11月4日（水)
13：00～16：00
12月11日（金)
13：00～16：00

宅地建物取引士による不動産相談
事前予約可★◆
賃貸・売買契約や相続、名義変更など
不動産に関する相談

11月11日(水)／12月9日(水) 13：00～16：00

行政書士による相談 事前予約可★◆
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

11月18日(水)／12月16日(水) 13：00～16：00

司法書士による相談 事前予約可★◆
簡易裁判所における訴訟代理業務、債務整理などの相談

11月25日(水)／12月23日(水) 13：00～16：00

社会保険労務士による相談 事前予約可★◆
年金や労働問題、職場トラブルなどに関する相談

広聴相談 1階10番
a4809-9683

全日本不動産協会大阪府本部北支部
a 6373-1511（月～金10：00～16：00）
大阪府宅地建物取引業協会新大阪支部
a 6303-0676（月～金10：00～16：00）

予約は左記の『相談日当日の9:00』
より受付けます。
当日以外は予約できません。

行政書士会相談受付
a 6643-9903
（月～金10：00～16：00）

司法書士事務所
a 0120-676-888
（月～金9：00～18：00）

社会保険労務士事務所
a 4800-8125
（月～金10：00～17：00）

大阪市地域就労支援センター
a 0120-939-783
人権啓発・相談センター
a 6532-7830 b 6531-0666
g 7830@osaka-jinken.net

大阪法務局人権擁護部第一課
a 6942-1489

市民局人権企画課（市役所4階）
a 6208-7489 b 6202-7073

子育て・教育 2階25番
a 4809-9850

広聴相談 1階10番
a4809-9683

相談内容・相談日 予約  ・問合せ

毎月11日は、安全・安心まちづくりの日
自転車盗難・ひったくり等各犯罪被害防止と交通安全
キャンペーンを実施します！

※必ず自転車で来てください。
11月11日(水）11：00～(無くなり次第終了）
区役所前

c安全安心 1階8番 a４８０９-９８１９
東淀川警察署 防犯係 a６３２５-１２３４

特殊詐欺・ひったくり・
交通安全対策は万全ですか‼

転車盗難
キャンペーン

と

自転車
ワイヤーロック
の配布

自転車
ワイヤーロック
の配布

自転車
ワイヤーロック
の配布

自転車の前カゴへの
ひったくり防止
カバー取り付け

自転車の前カゴへの
ひったくり防止
カバー取り付け

自転車の前カゴへの
ひったくり防止
カバー取り付け

自転車5則
ティッシュ及び
反射板の配布

自転車5則
ティッシュ及び
反射板の配布

自転車5則
ティッシュ及び
反射板の配布無料 申込不要

日時
場所

スマートフォンや携帯電話等を見ながら
自転車を運転していませんか？
「ながら運転」は、視野が狭くなるなど周
囲の危険に気が付きにくくなることか
ら、重大な交通事故につながる可能性
があります。極めて危険な行為ですの
で、絶対にやめましょう。

「ながら運転」は危険です！
～11月は自転車マナーアップ強化月間です～

『自転車の盗難に注意！』
少しの時間でも施錠せずに自転車から離れると、盗難
被害にあう可能性があります。自宅やマンションの駐輪
場に駐車する場合であっても確実に施錠しましょう。

c安全安心 1階8番　a4809-9819

東淀川区民会館

「エンディングノート」の書き方を実践的に学ぶ「講義」
と、「エンディングノート」について講師に何でも質問
できる「スペシャルclass」を行い、受講者の皆さんが
「エンディングノート」を仕上げる講座です。
使用する「エンディングノート」は講師から受講者の皆
さんへ無料進呈します。

【講義】12月4日(金)14：00～16：00
【スペシャルclass】
12月11日(金)・18日(金)14：00～15：30
30名(先着順)　※「スペシャルclass」に参加
される方は申込時にお伝えください。
電話または来館
【講義】1,000円 【スペシャルclass】1回500円
竹内 奉正(NEXTAGE研究所・所長)

※「スペシャルclass」のみの参加はできません。

c東淀川区民会館　a6379-0700

人生100年時代を輝いて生きるための
「エンディングノート」＋講師に何でも
質問できる「スペシャルclass」 要申込

日時

定員

申込
費用
講師

東淀川図書館

11月14日（土）14：00～14：45
東淀川図書館 多目的室　　　　どなたでも
8組　　　　前日までに電話または来館

c東淀川図書館　a6323-5476

第23回図書館フェスティバル
「どんぐりんの人形劇とラブリーシアター」
日時
場所 対象
定員 申込

無料 要申込

東淀川区子ども・子育てプラザ

身近な素材を使って、親子で一緒におもちゃを手作りしましょう。
11月26日（木）10：00～11：00 30名（但し、材料がなくなり次第、終了）
東淀川区子ども・子育てプラザ 11月25日(水)10：00～受付
当プラザに登録されている乳幼児の親子　　　　　なし

c東淀川区子ども・子育てプラザ
a６３２７-５６５０

きせつの工作「ペットボトル工作 キラキラドーム」

日時
場所
対象 一時保育

無料 要申込

定員
申込

その他、プラザの月間行事は
ホームページでご確認ください

日曜法律相談 ◆ 無料 要予約
11月22日（日）9：30～13：30 
阿倍野区役所（阿倍野区文の里１-１-４０）
都島区役所（都島区中野町２-１６-２０）
各16名（先着）
11月19日(木)・20日(金)9：30～12：00
【予約専用電話】a6208-8805

日時
場所

定員
予約

ナイター法律相談 ◆ 無料 予約不要
11月24日（火）18：30～21：00
（受付は20：00まで）
天王寺区民センター（天王寺区生玉寺町7-57）
32名

※受付開始（18:00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。

日時

場所
定員

c大阪市総合コールセンター
a4301-7285  b6373-3302（年中無休）
●体調不良とお見受けされる場合は、相談ブースへの入室をお
断りすることがあります。
●マスク着用の徹底をお願いします。

近畿財務局・大阪府・大阪弁護士会は、土・日無料相談会を開催し
ます。借金問題にお悩みの方は、この機会にぜひご相談ください。

１２月５日（土）・６日（日）１０：00～１６：00
近畿財務局（中央区大手前４‒１‒７６）
面談・電話（面談による相談は弁護士が対応　　　　）

c近畿財務局 相談窓口　a６９４９-６５２３

近畿財務局 多重債務者相談強化キャンペーン2020
借金問題解決のための土・日無料相談会

要予約

日時
場所
相談方法

寒くなるにつれ、暖を取るために火気を取り扱う機会が増
えるとともに、空気が乾燥するため、一年を通して最も火災
が起こりやすい時季になります。消防局は、11月９日（月）
から15日（日）の期間、秋の火災予防運動を実施します。

皆さん、火の用心を心がけましょう。
c東淀川消防署　a6320-2172

令和2年度大阪市防火標語

東淀川消防署 秋の火災予防運動が始まります！


