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申込みの必要な事業において、いただいた個人情報は当該事業でのみ使用し、目的外に使用することはありません。
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市政・区政に対するご意見・ご要望は　区役所総務課　　6930-9683　    6932-0979
 http://www.city.osaka.lg.jp/seisakukikakushitsu/page/0000006578.html

予約要 相談無料 市民対象城東区役所での専門相談

10月10日（水）・17日（水）・24日（水）
13:00～17:00

とき 定員（先着順） 申込み

10月3日（水）・11月7日(水)
13:00～16:00

24名
17日のみ 16名
（相談時間：30分以内）

8名
（相談時間：45分以内）

10月12日（金）・11月9日（金）
13:00～16:00

4名 
（相談時間：45分以内）

6名
（相談時間：30分以内）

④   社会保険労務士
による相談

⑤   宅地建物取引士
による相談

10月4日（木）・11月1日(木)
13:00～16:00

問合せところ 6932-0979区役所総務課（総合企画） 6930-9683区役所 3階法律相談室

相談日当日9：00より電話受付
予約専用電話
06-6930-9097

相談日前日12：30より電話受付
予約専用電話
06-6930-9097

（申込み時に電話が混み合い繋がりにく
い場合があります。）

①   弁護士による相談

②   司法書士による相談

10月9日（火）・12月11日(火)
13:00～16:00

8名
（相談時間：40分以内）③   行政書士による相談

① 土地・建物、金銭貸借、相続・遺言、離婚・親権などの相談  ② 不動産登記、相続、成年後見などの相談 ③ 遺言や相続などの書類作成や手続きの相談
④ 年金や労働問題、職場でのトラブルなどの相談  ⑤ 住宅購入の契約や手付金、賃貸マンションの申込みや契約など、不動産に関する一般的な相談

行政相談
とき 内容 申込み

10月23日（火）13：00～16：00 国の行政活動全般に関する苦情や相談

問合せ 区役所総務課（総合企画） 6932-09796930-9683

当日先着順（受付は15：00まで）

予約不要 相談無料 市民対象

ところ 区役所 3階法律相談室

就労相談
とき 定員 申込み

10月11日（木）13:30～17:00
）内以分03：間時談相（）名5（00:61～03:31

）内以分03：間時談相（）名2（00:71～00:61

問合せ 地域就労支援センター 6567-68910120-939-783

内容 / 就労に関する助言や情報の提供

当日11:00までに
地域就労支援センターへ

当日受付順予約不要

相談無料 市民対象

予約要

ところ 区役所 3階法律相談室

joto-boshuu@city.osaka.jp

ところ(①～③から選択可)

①城東区役所  　　
②大阪商工会議所東支部（都島区東野田町
   4-6-22 ニッセイ京橋ビル2階）
③申込者の事業所

経営相談
とき 対象 申込み

随時
平日9:00～17:00

区内に主たる事業所を
お持ちの中小企業の
事業者および創業予定者

問合せ 区役所総務課（総合企画） 6932-09796930-9937

下記問合せ先まで
ご希望の日時・場所を
お知らせください。

予約要 相談無料 市民対象

相談 お気軽に

ご相談ください イベント・講座 楽しいイベントが

もりだくさん！

イベント・講座 楽しいイベントが

もりだくさん！

城東区民応援デー　B.LEAGUE「大阪エヴェッサ」を応援しよう！

10月27日（土）
試合開始18:05（開場15:40）
10月28日（日）
試合開始14:05（開場11:40）

とき

おおきにアリーナ舞洲（此花区北港緑地2-2-15）
©OSAKA EVESSA

ところ

区内在住・在勤・在学の方対象
大人1,800円（通常前売価格2,000円）、
小中高450円（通常前売価格500円）※アリーナ２階自由席チケット

費用

大阪エヴェッサVS千葉ジェッツ 申込み 10月23日（火）までに下記の大阪エヴェッサ
公式WEBサイトからお申込みください。
※当日の優待販売はございません。
※完売になり次第、優待販売を終了します。

詳細はこちら

▲

大阪エヴェッサ クラブオフィスホームタウン担当問合せ
0120-937-625  受付時間 10:00～17:00（平日）

１１月４日（日）９：００～１５：００ ※小雨決行・荒天中止

ところ 蒲生公園（中央３-５）

ところ 朝来山東カントリークラブ
（兵庫県朝来市山東町大月１-１）

対象 区内在住・在勤・在学の方 ※小学生以下は保護者同伴

対象 区内在住・在勤・在学の方

競技 ●地域対抗競技　リレー・玉入れ・綱引き
●一般参加競技
徒競走・パン食い競走・あめ食いゲームなど
●体験コーナー
城東消防署　 消火器体験コーナー
セレッソ大阪　キックターゲット
オリックス・バファローズ　 ストラックアウト

とき

１１月７日（水）６時１５分出発 
今福阪奈ゴルフガーデン前集合（今福東1-5-22）

とき

第４回城東区スポーツカーニバル

第６回区民チャリティゴルフコンペ（チーム戦）

　どなたでも気軽に参加できます！

無料

申込不要

申込不要

11月18日（日）9:30開会

ところ 城東スポーツセンター（鴫野西2-1-21）

費用 1チーム2,500円（保険料を含む）

費用 参加費      ３，０００円 
プレー費 １１，５００円
（プレー費は当日会場にて精算）

競技部門 男女48チーム それぞれ1部～4部（先着順）

対象 区内在住・在勤の方、または城東区バドミントン
連盟加入者 ※学生を除く

とき

第21回城東区民バドミントン大会（ダブルス個人戦）

10月4日（木）～30日（火）に参加費を添えて、
下記問合せ先または区バドミントン連盟まで

申込み

10月20日（土）までに
参加費を添えて問合せ先まで

申込み

スポーツの秋、楽しく体を動かしましょう！ぜひ、ご参加ください！！

申込不要 無料お誘い合わせのうえお越しください！（全8回：各回90分）

ペルーの伝統的な音楽
「フォルクローレ」を中心に、

ラテン音楽やオリジナル曲を、民族楽
器の暖かな響きと心温まる歌声でお
届けします。長年日本に暮らす二人の
お話を通して、世界の多様性と相互
理解の大切さを考えます。

講師 フローレス・ デュオ（ペルー出身の兄弟デュオ）

内容

③多様な文化の理解と外国由来の住民の人権を考える
フローレス・デュオ　あったかコンサート

とき

11月 2日（金）  19:00～
11月3日（土・祝） 14:00～

10月17日（水）　  14：30～

ところ

諏訪小学校講堂
関目小学校講堂

区民センター2階
城東KADO-YAがもよんホール

はなしか

つゆ          だんろく
講師 露の団六（落語家）

内容

とき
10月27日（土） 13:30～

ところ
森之宮小学校講堂

②障がいのある人との共生の暮らしと社会を考える
噺家が考える幸せ　～ダウン症のアニキをもって～

障がい者への理解を深めて
ほしいという思いから、ダウ

ン症のお兄さんとの日常や、障がい者
と暮らす家族とのさまざまなエピソー
ドをご自身の体験からお話します。落
語一席と落語をめぐるお話、ご質問・
お悩み相談コーナーも。

講師 麻倉ケイト

内容

とき
11月17日（土） 15:00～

ところ
鯰江中学校講堂

④性的少数者の人権・多様性の相互尊重を考える
本当の私が世界に輝く！　麻倉ケイト　トーク＆ミニライブ

小学校２年生で「性別違和」
に気づき、９年前にカミング

アウトして以来、歌手、モデル、俳優と
して活躍する麻倉さんから、誰もが
「自分らしく」を実現できる社会をめ
ざし、力強いメッセージとオリジナル
曲でのミニライブをお届けします。

講師 大阪オトン・オカン　チアリーダーズ 

内容 自分たちの元気で、地域、
大阪を元気づけるために

日々活動する平均年齢６６歳のチア
グループが、高齢者が尊重される社
会をめざすことをテーマに、活動風
景やメンバーのお話、華麗なチアダンスショーをお届けします。

とき
10月  5日（金） 19:00～
10月13日（土） 13:00～
10月25日（木） 19:00～

ところ
鴫野小学校講堂
今福小学校講堂
関目東小学校講堂

①大阪オトン・オカン　チアリーダーズに元気と勇気をもらおう！

地域人権学習会を開催します！

区役所市民協働課（市民活動支援）問合せ
6931-99996930-9093

どなたでもご参加いただけます
！

有料申込要

有料申込要 大阪市コミュニティ協会
城東区支部協議会
（区民センターに臨時出張受付窓口を設置します。）

問合せ

4255-6088
4255-6066


