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広報

東淀川区　ご意見・ご要望

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。▶▶▶
●体調不良とお見受けされる場合は相談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。

専門家による各種相談日
その問題、専門家が一緒に考えます！ 無料 秘密厳守

★区役所で実施  ◆1組 30分以内  ●予約制
７月1日～８月31日

月～金 9：00～12：00、13：00～17：00 ※土・日・祝・年末年始を除く
近畿財務局多重債務無料相談窓口 近畿財務局理財部

a 6949-6523

7月19日（火) 14：00～15：30　※8月はありません
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

7月13日・27日（水)／8月10日・24日（水) 9：15～12：15 ※9：15～11：45は予約不要

就労相談
就労に関する情報提供・アドバイス・相談

毎週火・水・木 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
○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

7月7日・14日・21日・28日（木）／8月4日・18日・25日（木） 13：00～17：00
弁護士による法律相談

7月5日・12日・19日・26日（火）／8月2日・9日・16日・23日・30日（火） 13：00～16：00
税理士による税務相談

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

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

7月4日（月)／8月1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

7月13日（水)／8月10日（水) 13：00～16：00

行政書士による相談
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

7月20日（水)／8月17日（水) 13：00～16：00

司法書士による相談
簡易裁判所における訴訟代理業務、債務整理などの相談

7月27日（水)／8月24日（水)  13：00～16：00

社会保険労務士による相談
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 3階31番
a4809-9683
予約は左記の『相談日当日の9:00』より
電話にて受付けます。
当日以外は予約できません。

行政書士会相談受付
a7739-8000
（月～金10：00～16：00）

司法書士事務所
a0120-676-888
（月～金9：00～18：00）

社会保険労務士事務所
a4800-8125
（月～金10：00～17：00）

大阪市地域就労支援センター
a0120-939-783

人権啓発・相談センター
a 6532-7830 b 6531-0666
e 7830@osaka-jinken.net
大阪法務局人権擁護部第一課
a 6942-1489
b 6943-7406
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 3階31番
a 4809-9683

相談内容・相談日  a・問合せ予約

7月12日（火)／8月23日（火） 10：00～15：00
防衛省自衛隊  就職・進学出張相談 自衛隊十三募集案内所

a 6301-0488

★ ◆ ●当日予約制

★ ◆ ●当日予約制

★ ◆ ●事前予約可
7月6日（水) 13：00～16：00　※8月はありません

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

全日本不動産協会大阪府本部北支部
a6373-1511
（月～金10：00～16：00）

★ ◆ ●事前予約可

★ ◆ ●事前予約可

★ ◆ ●事前予約可

★ ◆ ●事前予約可

★ ●事前予約制

★ ●事前予約制

★

★

★

その他

g大阪市総合コールセンター（年中無休）  a4301-7285　b6373-3302

日曜法律相談 無料 要予約◆

7月24日(日)9：30～13：30
大正区役所（大正区千島2-7-95）
16組(先着)
7月21日（木)・22日(金)9：30～12：00　a6208-8805（予約専用）

日時
場所
定員
申込

ナイター法律相談 ◆

7月20日（水）18：30～21：00（受付は20：00まで）
北区民センター（大阪市北区扇町2-1-27）
32組

※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。

無料 予約不要

日時
場所
定員

東淀川区役所でフードドライブを
毎月第２火曜日に開催しています

7月12日（火） 13：30～15：30
区役所１階 エレベーター前

日時
場所

g東北環境事業センター　a6323-3511

施設からのお知らせ

花火とルール
夜をきれいにかざる花火。そんな花火もルールを守ら
なければ火事になることがあります。
花火を夏の楽しい思い出に残すために、
火事を起こさないための４つの合言葉。

東淀川消防署 a6320-2172

❶花火をする前に水バケツを用意し、
　終わった花火を入れましょう。
❷花火をするときは広い場所を選び、
　燃えるものがないことを確認しましょう。
❸風が強いときは花火をやめましょう。
❹一度にたくさんの花火に火をつけないように
　しましょう。

東淀川図書館 a6323-5476
「ぴよぴよのスペシャルおはなし会」
7月27日（水）11：00～12：00
東淀川図書館 多目的室
乳幼児とその保護者
8組（開催の２週間前から前日16：00までに事
前申込要・先着順）

日時
場所
対象
定員

無料
要申込

「とことこ」のかみしばいの時間
7月16日（土）14：00～14：30
東淀川図書館 多目的室
子どもから大人まで
10名（開催の２週間前から前日16：00までに
事前申込要・先着順）

日時
場所
対象
定員

無料
要申込

※新型コロナウイルスの感染状況により、中止や延期と
なる場合があります。

区役所の『子育て支援室』でできることや活用方法を、子育て支援
室の職員さんにお話していただきます。

無料 要申込

東淀川区子ども・子育てプラザ
a6327-5650

子育て情報講座「子育て支援室について」

7月20日（水）11：00～11：30
東淀川区子ども・子育てプラザ　　　　親子8組
当プラザに登録されている乳幼児の親子
7月7日(木)10：00～受付　  　　　　　　なし

日時
場所
対象

定員

申込 一時保育

東淀川区民会館 a6379-0700（〒533-0023 東淡路1-4-53）

上方落語のお二人（桂 壱之輔さん・桂 雪
鹿さん）からほんものの話芸を楽しめます。

8月21（日）１９：00～２０：00
（開場１８：３０）
東淀川区民会館
どなたでも（ただし、未就学のお
子様の入場はご遠慮ください。）
９０名（先着順・全席指定）
前売り： 中学生以上 ８００円
 小学生 ５００円
当　日： 中学生以上 １,０００円
 小学生 ８００円

日時

場所

費用

対象

定員

『ひがよど寄席』

７月８日（金）１０：００～東淀川区民会館
事務所にてチケット販売

※マスク着用、また当日発熱、せき、嘔吐、咽頭痛等ある方は参加ご遠慮ください。

夏休みの最後に、ゴム鉄砲やワンコイ
ンワークショップ、そして会館通年講座
の無料体験教室など、大人も子どもも
楽しんでいただけるおまつりです。

8月21日（日）１０：00～１６：00
東淀川区民会館
どなたでも
入場無料（ワークショップ参加は
500円必要です）
〈木曜ヨガ教室体験〉
〈らくらく気功教室体験〉
〈土曜太極拳教室体験〉
▶動きやすい服装・タオル
〈 盤ハーモニカ教室〉
▶ 盤ハーモニカ・ハンドタオル

日時
場所

費用
対象

持ち物

『納涼まつり』

プラザの行事予定は変更
する場合がありますので、
HPでご確認ください。

東淀川区内で自転車と軽
四自動車による交通死亡
事故が発生しました。
また、区内では自転車によ
る事故が多発しています。
自転車を利用される方
は、交通ルールを守ってく
ださい。
g東淀川警察署

a６３２５-１２３４

交通死亡事故が発生しました

広 告


