
問合せ 中央図書館自動車文庫
 ☎ 06-6539-3305
FAX06-6539-3336

と き
ところ

11月1日（月）
● 13：10～13：50
　新巽東会館・老人憩の家（巽東4-11）
● 14：15～14：55 
　せいりょう巽北駐車場（巽北2-22）
11月2日（火）
● 10：15～10：55
　天理教葛上分教会（新今里5-3）

かつじょう

移動図書館「まちかど号」巡回日 無 料

絵本の読み聞かせや紙芝居、手遊びをします。
と き ①11月 6 日（土） 14:30～15:00

　（幼児から小学生向け）
②11月10日（水） 11:00～11:30
　（０・１・２歳児向け）

定 員 ①15名 ②10組 ※先着順

生野図書館（勝山南4-7-11） 
 ☎ 06-6717-2381  
FAX06-6717-3119

ところ
問合せ

申込み 10月10日（日）から開催前日まで
に来館または電話にて　　　へ問合せ

絵本の会 要申込無 料

イベントなどが延期・中止、内容や場所が変更される場合があります。くわしくは区HPまたは電話でご確認ください。
健診・講座・相談などに参加される際には、マスクの着用をお願いします。 区HP

※予約不要の相談は先着順となります。待ち人数によっては、お断りする場合があります。

おおさかこくさいこうりゅう

げつようび どようび にちようび しゅくじつきんようび
大阪国際交流センター  ☎06-6773-6533
（月曜日～金曜日 9：00～19：00、土曜日・日曜日・祝日 9：00～17：30）

えいご
English
英語

ちゅうごくご
汉语

中国語
かんこく ちょうせんご
한국·조선어

韓国・朝鮮語

在留資格(ビザ)・生活・仕事・病気のことなど
ざいりゅうしかく しごと びょうきせいかつ

Tiếng Việt
ベトナム語

べ と な む ご
Filipino
フィリピン語
ふ ぃ り ぴ ん ご

が い こくじ ん そ うだ ん ま どぐ ち

外国人のための相談窓口

といあわ

問合せ

そう　だん

相 談

べんごし ほうりつそうだん

よやく ひつよう

★弁護士に法律相談も
できます。
　（予約が必要です）

企画総務課 4階45番
☎ 06-6715-9683
FAX06-6717-1160

問合せ

市民局人権企画課
☎ 06-6208-7489
FAX06-6202-7073

問合せ

大阪市コールセンター
「なにわコール」
☎ 06-4301-7285
FAX06-6373-3302

問合せ
☎ 06-6208-8805予 約

10月21日(木）・22日(金)の
9：30～12：00に電話予約（先着順）

企画総務課 4階45番
☎ 06-6715-9683
FAX06-6717-1160

問合せ

☎ 0120-939-783予 約
（16:00以降相談の場合のみ）

内　容 日時・受付時間 場　所 問合せ先等

生野区役所

10月12日(火)
10月19日(火)
10月26日(火)
13:00～17:00（1組30分）

要予約
法律相談

（定員：第2火曜24組、
　　　  第3･4火曜16組 ）

当日9：00～16：00に電話予約（先着順）
問合せ
予 約

企画総務課 4階45番
☎ 06-6715-9683
FAX06-6717-1160

行政書士相談

行政相談

税務相談 

司法書士相談

社会保険労務士相談

不動産相談

就労相談

要予約
16：00以降の
相談は

犯罪被害者等支援の
ための総合相談

日曜法律相談

（定員：16組）
要予約 10月24日(日)

9:30～13:30

10月13日(水)
13:30～17:00
※受付は15:30まで

10月21日(木)
13:00～16:00
※受付は15:00まで

10月20日(水)
13:00～16:00
※受付は15:00まで

10月15日(金)
13:00～16:00
※受付は15:00まで

10月14日(木)
13:00～16:00
※受付は15:00まで

11月5日(金)
13:00～16:00
※受付は15:00まで
10月28日(木)
11月 4 日(木)
13:00～16:00
※受付は15:00まで

月～金9:00～17:30
（祝日・年末年始を除く）

港区役所および
旭区役所

大阪市コールセンター
「なにわコール」
☎ 06-4301-7285
FAX06-6373-3302

問合せ
ナイター法律相談
（定員：32組）

10月21日(木)18:30～21:00
※受付は18:00より開始予定。
　受付開始までに来場された方
　で相談順を抽選、以降先着順
　（20:00まで）

市役所4階
市民局人権企画課

生野区役所または
生野区民センター

会場にて
先着順で相談を
受け付けます。

※相談日の当日に
　区役所１階の
　総合案内で
　ご案内します。
　月初から区HP
　にも掲載します。

お気軽に
ご相談ください各種無料相談

天王寺区民センター
（天王寺区生玉寺町7-57）

いくたまてらまち

生野警察署 防犯係
☎06-6712-1234

問合せ

秋の全国地域安全運動を実施します
10月11日（月）～10月20日（水）
子どもと女性の犯罪被害防止、特殊詐欺の被
害防止、自動車関連犯罪の被害防止に向け、
取組を強化します。

実施期間

10月18日（月）～24日（日）は
「行政相談週間」です

行政相談では、行政サービス、
各種制度の手続きなど、お困
りごとや苦情、ご意見、ご要
望などの相談に地域の行政
相談委員が応じています。行
政相談委員は、総務大臣が
委嘱した民間の有識者です。
お気軽にご利用ください。

近畿管区行政評価局
☎ 06-6941-8358

問合せ

イベント中止のお知らせ

　地域まちづくり課 4階44番
☎06-6715-9734　FAX06-6717-1163

問合せ
・区民レクリエーションのつどい 

・生野まつり
※コロナ禍でも安心して参加できるような代替 
　イベント等を今後検討してまいります。

大阪市コミュニティ協会生野区支部協議会
（生野区民センター内）
☎06-6716-3020　FAX06-6716-1797

問合せ

新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、
次のイベントは「中止」となりました。

2021年10月号

戸籍や住民票等の証明書は郵送でもご請求いただけます。
くわしくはHPをご確認ください。 　　　　  大阪市郵送事務
処理センター（市役所内）  ☎06-6208-8832～8835

郵送請求先
「マイナンバーカード」をお持ちの方は、コンビニで戸籍や住民票等の証明書の取得が可能
です。サービスが休止される場合がありますので、くわしくはHPをご確認ください。
　　　　窓口サービス課（住民情報）1階5番　☎06-6715-9963　FAX06-6715-9110問合せ

以下は「広告スペース」です


