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広報

東淀川区　ご意見・ご要望

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

11月8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

広 告

11月2日（水） 13：00～16：00

12月9日（金) 13：00～16：00

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）
大阪府宅地建物取引業協会新大阪支部
a6303-0676（月～金10：00～16：00）

★ ◆ ●事前予約可

その他
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
と交通事故防止に向けて安全・安心まちづ
くりキャンペーンを実施します！

自転車盗難・ひったくり・交通安全
対策は万全ですか？

g安全まちづくり 1階8番　a４８０９-９８１９

※自転車で待機してください。必ず自転車で来てく
ださい。※コロナ禍の影響により、緊急事態宣言が
発出中の場合は、中止します。

ひったくり防止カバー等、各種犯罪
及び事故防止啓発グッズを配布します

無料 申込不要※啓発グッズは内容が変更と
　なる場合がございます。

11月11日（金）11：00～
整理券を配布します。（雨天中止）〈先着100名〉
区役所前

日時

場所

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
11月1日～12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

11月15日（火）／12月20日（火） 14：00～16：00 ※受付は15：30まで
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9日（水）・30日（水）／12月14日（水）・28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

11月4日（金）・10日（木）・17日（木）・24日（木）
12月1日・8日・15日・22日（木） 13：00～17：00

弁護士による法律相談

11月1日・8日・15日・22日・29日（火）
12月6日・13日・20日・27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 ※区役所等での出張相談も可
※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

11月7日（月）／12月5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9日（水）／12月14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

11月16日（水）／12月21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

11月30日（水）／12月28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。

大阪府行政書士会（淀川支部）
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
（月～金10：00～17：00）

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

11月11日（金）／12月9日（金) 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

★ ◆ ●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

★

★

★

施設からのお知らせ

12月26日(月)13：00～15：00
２０名（先着順）
どなたでも
カッターナイフ（できればデザインカッター）・
カッターマット・のり
500円（材料代含む）　
電話または来館にて、11月10日（木）１０：00よ
り申し込み。（定員になり次第終了）

※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。

日時

費用
申込

持ち物
対象
定員

切り絵で来年の干支「卯」を作りましょう！

東淀川区民会館
a6379-0700

（〒533-0023 東淡路1-4-53）

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◆

11月27日（日）9：30～13：30
城東区役所（城東区中央3-5-45）
16組(先着)
11月24日（木)・25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 ◆

11月18日（金）18：30～21：00（受付は20：00まで）
北区民センター（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

市営住宅を拠点として、地域コミュニティの活性化に貢献する活動を行う団体を
募集します。

南江口第2住宅2号館113号室 他7住宅
高齢者支援や子育て支援などを行うＮＰＯ等の団体
使用料は、募集要項をご覧ください。
非営利団体は使用料１/２減免措置制度があります。
12月2日（金）
応募申請書を持参または郵送。

g都市整備局住宅部建設課 団地再生グループ　a6208-8424

募集団地
対象
費用

締切
申込

市営住宅（空き住戸)の利用団体を募集します！

詳しくは
こちら

特別職国家公務員自衛官として国や地域のために働
きませんか？
■ 就職コース
●一般曹候補生（終身雇用）（１２月試験予定）
　１８歳～３３歳未満（学歴不問）
●自衛官候補生（任期制）（各月Ｗｅｂ試験実施）
　１８歳～３３歳未満（学歴不問）　
■ 進学コース
●高等工科学校（令和５年１月試験予定）
　中卒１５歳～１７歳の男子
　受験料無料
電話やQRコードから資料請求を受け付けています。
また、Ｗｅｂ個別説明会も実施しています。

防衛省自衛隊募集案内
～平和を仕事にする～ 無料

g自衛隊十三募集案内所　a6301-0488

資料請求

受付番号「２３１」 受付番号「２３１」

ＷＥＢ
説明会


