
各機関から専門の担当者（労働局、日本年金機構、
弁護士、税理士、司法書士、社会保険労務士など）
が出席しご相談に応じます。

近畿管区行政評価局 ☎06-6941-8358問合せ11月11日（金）10：00～16：00と き

10月31日（月）～11月7日（月） 9：00～17：00（土・日・祝除く）
電話にて　　　まで。

予 約
中央区民センターホール（中央区久太郎町1-2-27）ところ

問合せ

内　容 日時・受付時間 場　所 問合せ先等

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）

各種無料相談

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

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20日（木）・21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）

生野区役所

10月11日（火）
10月18日（火）
10月25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）

精神科医による相談
要予約
対象：こころの変調にお悩み
の方やその家族、関係者等

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

問合せ
予 約

保健福祉課 2階23番
☎ 06-6715-9968
FAX06-6712-0652

行政書士相談

行政相談

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

ナイター法律相談
（定員：32組）

10月23日（日）
9：30～13：30

10月の実施はありません

10月12日（水）
13：30～17：00
※受付は15：30まで

10月20日（木）
13：00～16：00
※受付は15：00まで

10月19日（水）
13：00～16：00
※受付は15：00まで

社会保険労務士
相談

10月21日（金）
13：00～16：00
※受付は15：00まで

税務相談
10月7日（金） 11月4日（金）
13：00～16：00
※受付は15：00まで

司法書士相談
10月13日（木）
13：00～16：00
※受付は15：00まで

10月20日（木）
11月  1日（火）
14：00～

不動産相談
10月 6日（木） 10月27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）

都島区役所
住之江区役所

生野区役所
2階相談室

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

※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。

会場にて先着順で相談
を受け付けます。

★1人（組）３０分以内（相談後に記録を作成する時間や入れ替わりの時間なども含みます。）
※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。

お気軽に
ご相談ください

問合せ NPO法人
おおさか教育相談研究所
☎06-6762-0232

と き
内 容

ところ

講演・相談会
「登校拒否・不登校、
社会的引きこもりからの回復自立へ」

生野区民センター
費 用 資料代500円
後 援 大阪市社会福祉協議会・

大阪市教育委員会

10月30日（日）
13：00…受付　13：30…講演
15：10～16：30…個別相談＆交流会

無 料

相続・登記・税金・年金など行政なんでも相談所

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

第49回生野まつり　
11月13日（日）
巽公園で開催します！
随時、最新情報を更新しています。
こちらをご覧ください。▶▶▶▶▶▶▶▶▶

無 料 要予約

11月は児童虐待防止月間です。

11月1日(火)～5日(土)　
祝日、土曜日含む１１：００～１７：００　 
（上記日程以外は、平日１１：００～１６：００）

と き

※子どもの虐待防止のためのオレンジリ
ボンバッジも扱っています。
　くわしくはこちら▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶

あなたの電話は、あなたのために、あの子のために
子どもの虐待ホットライン
集中電話相談
☎０６-６６４６-００８８
特定非営利活動法人 児童虐待防止協会

オータム・チャレンジ・スポーツ2022

10月9日（日）10：00～14：00（最終受付13：30）と き
生野スポーツセンターところ
ボッチャ、ガラッキー、モルック、CBC、
ガチ☆メン
くわしくはこちら▶▶▶▶▶▶▶▶

内 容

20世紀後半以降に新しく考案された
ニュースポーツは、年齢や体力にかか
わらず誰もが楽しめると、近年注目さ
れています！ 体験してみてください！

問合せ 　地域まちづくり課 4階44番
☎06-６７１５-９７４３  FAX06-６７１７-１１６３

※うわぐつを持参してください。
※体験するごとにスタンプがたまります。
※スタンプを3つ集めた方先着300名にオリジナル缶
バッジを進呈します。

無 料◆やってみよう！
　ニュースポーツ体験会

無 料

10月10日（月・祝）
※時間・受付などくわしくは
　HPをご覧ください▶▶▶▶▶▶▶

と き

問合せ・生野スポーツセンター
☎06-6758-4500
FAX06-6758-4618
・生野屋内プール
☎06-6731-7381
FAX06-6731-7382

・生野スポーツセンター：卓球台・バドミントンコートの開放
・生野屋内プール：体成分測定会、プールの開放など

◆生野スポーツセンター・
　生野屋内プール無料開放

新型コロナウイルス感染症のワクチン接種についての最新情報はこちらでご確認ください。 市HP

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」があれば、お近くのコンビニで簡単に戸籍や住民票等の証明書を取る
ことができます。マイナンバーカードの申請についてくわしくは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
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