
区民ギャラリー
出展グループ募集
3～7月の利用者を募集します。
対象▶区内在住・在勤の方で構成する
アマチュア創作グループ
作品▶絵画、書、写真、手芸など
展示期間▶
（1）区役所ギャラリー
①4月3日（月）～ ②4月17日（月）～
③5月1日（月）～ ④5月22日（月）～
⑤6月5日（月）～ ⑥6月19日（月）～
⑦7月3日（月）～ ⑧7月18日（火）～
（2）地下鉄ギャラリー
①3月31日(金)～ ②4月28日(金)～
③5月26日(金)～ ④6月30日(金)～
申込み▶2月8日（水）10:00～
区民センター2階 事務室にて（先着順）

 大阪市コミュニティ協会城東区
支部協議会（上記期間中、区民センター
に臨時出張受付窓口を設置します）

 4255-6066　  4255-6088

防災講演会を開催します
無　料申込不要

とき▶2月22日(水)14:00～15:30
（13:30開場）
ところ▶区民センター2階 ホール（中央
3-5-45）
定員▶300名（当日先着順）
テーマ▶災害時における避難所生活に
ついて
講師▶日本赤十字社大阪府支部事業部
福祉・安全課 看護師 小山 志保氏

 区役所市民協働課
 6930-9045　  6931-9999

4月から担当の住宅管理セ
ンターが変更になります
天満橋住宅管理センターは、平成29

年3月末日をもって業務を終了します。
4月からは、「梅田住宅管理センター」
が、業務を担当します。
なお、4月1日（土）はシステム改修の

ため窓口業務は休止します。3日（月）か
ら通常通り業務を行います。

 都市整備局管理課
 6208-9213　  6202-7063

梅田住宅管理センター（北区梅田
1-2-2-700 大阪駅前第2ビル7階）
最寄り駅▶
地下鉄・阪神・阪急：梅田駅
JR：大阪駅または北新地駅
 管理（入居・家賃・駐車場など）                   

 6343-5012
工務（補修など）  6343-5011　

 6343-5013
※ 緊急連絡先については、変更あり
ません。

4月に新規開園する小規模
保育施設（A型）の入園希望
者を募集します
施設名称▶(仮称）もりのこルーム
所在地▶森之宮2-9-106

 080-3501-0213
運営法人▶社会福祉法人みおつくし福祉会
利用年齢および募集人数▶
0歳児（生後6か月から）:3名、
1歳児:4名、2歳児:4名
※ 平成29年4月1日時点の満年齢です。
開園予定日▶4月1日（土）
受付期間▶2月17日（金）まで
※ すでに平成29年度からの保育所等
の入所申し込みをされている場合
は、受付期間中に保育施設・事業変更
届を提出してください（なお、1次調
整で内定となった方はあらためて申
請が必要です）。
申込受付場所▶保健福祉センター保健
福祉課（区役所1階17番窓口）
利用基準▶保護者が仕事などの理由に
より家庭で保育ができない場合、その他
保育の実施が必要と認められる場合

 保健福祉センター保健福祉課
（福祉）

 6930-9857 　  6932-1295

携帯版  http://www.city.osaka.lg.jp/mobile/joto/　　　　　　　　  ツイッター @cosmos_JOTO

無　料
申込要

旧府営住宅（市営住宅のうち大阪府から
移管された住宅）にお住まいの方へ

聞いてみよう！ 相談してみよう！
～障がい福祉サービス事業所説明会～
　区内の障がい福祉サービス事業所〈就
労移行支援や就労継続支援、生活介護、
自立訓練（生活訓練）、放課後等デイサー
ビスなど〉の説明会を開催。事業所の活
動紹介や個別ブースでの相談を行うと
同時に、障がい福祉サービスの利用方法
なども説明します。
・ 障がいがある方で、社会に出るためのステップの場を探している方
・ 支援学校等に在学中で、今後の進路について考えている方
・ 福祉サービス事業所を探している方
・ 就職を希望している方で、働くためのスキルを身につけたい方
などたくさんの方の参加をお待ちしてお
ります。
とき▶ 2月25日（土）11:00～14:00
ところ▶区役所3階 311･312･313会議室

 障がい者相談支援センターWAK
UWAKU

 6934-5858　  6934-5850

無　料申込不要

各事業所のことがわかる展示
も行います！

とき▶2月26日（日）9:00～3月
10日（金）16:00
ところ▶区役所1階 オープン
スペース
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