
市営鴫野住宅2号棟と3号棟の間
中浜小学校南門
城東小学校東門
森之宮団地4号棟西側
諏訪小学校分校跡グランド
放出福祉会館
市営今福南第3住宅集会所前
市営古市東住宅1号館北側集会所前

7月  8日(木) 
7月13日(火)
7月13日(火)
7月13日(火)
7月14日(水)
7月16日(金)
7月17日(土)
7月30日(金)

14：10～15：10
10：10～11：10
11：35～12：15
14：00～15：10
10：15～11：20 
10：20～11：00
14：30～15：00   
13：00～13：50  

問合せ：中央図書館自動車文庫  ■☎ 6539-3305  ■FAX 6539-3336

移動図書館まちかど号では、約3,000冊の
本を載せて貸し出しを行っています。

　　   図書館まちかど号移 動

イベント
※新型コロナウイルス感染症の影響により、掲載中のイベントや大会などの内容一部変更、延期、中止となる場合があります。

　城東区の文化祭「城東区ＳＡ
ＲＵＧＡＫＵ祭」で、歌・おどり・
民俗芸能・演芸・演奏などの楽
しいパフォーマンスを披露して
くださる方を募集します。
と　　き：11月21日(日） 9：00～16：00(予定） 
と  こ  ろ：蒲生公園(中央3-5）ほか
対　　象：区内在住、在勤、在学または城東区に

ゆかりのある方
募  集  数：50組（先着順）※出演時間7分（入退場を含む）
舞　　台：蒲生公園内特設ステージ
費　　用：協力金として1組3,000円（説明会で集金します）
注意事項：衣装・音源・楽器ほか必要な物は、各自でご用

意ください。
申  込  み：参加申込書に必要事項を記入し、ファックス、メ

ール(joto-events@city.osaka.lg.jp）または
直接下記問合せ先まで(ファックスの場合は送
信確認の電話要）。
参加申込書は区役所3階■35 番窓口等に設置。
(区ホームページからダウンロード可）
7月30日(金）必着(先着順）

主　　催：第9回SARUGAKU祭運営委員会 
問  合  せ：市民協働課(市民活動支援）

〒536-8510 中央3-5-45 3階■35 番窓口 
■☎ 6930-9743  ■FAX 6930-9040

城東区
SARUGAKU祭

申込要
有　料

相談
気軽に相談してください

と　き：7月27日(火) 13：00～16：00
ところ：区役所3階 法律相談室
内　容：国の行政活動全般に関する苦情や相談
申込み：当日先着順・受付は15：00まで
問合せ：総務課(総合企画) ■☎ 6930-9683  ■FAX  6932-0979

行政相談

と　き：7月2日(金)、7月16日(金) 14：00～15：30
7月29日(木) 10：00～11：30

ところ：区役所2階■22 番窓口
内　容：心の問題でお悩みの方や、その家族からの相談
申込み･問合せ：保健福祉課（保健活動）

■☎ 6930-9968  ■FAX  6930-9936

精神科医師による相談

と　き：7月8日(木) 13：30～17：00
ところ：区役所3階 法律相談室
内　容：就労に関する助言や情報の提供
定　員・申込み：

13：30～16：00   5名(相談時間：30分以内)
当日先着順・受付は15：30まで

16：00～17：00   2名(相談時間：30分以内)
当日11：00までに電話または

ファックスで地域就労支援センターへ
問合せ：地域就労支援センター　   0120-939-783

■FAX  6567-6891

就労相談

申込不要

申込要

無　料申込不要 無　料

と　き：8月10日(火) 14：00～17：00
（相談時間：45分以内）

ところ：区役所3階 相談室■34 番窓口
対　象：未成年の子どもがいる父または母
申込み：8月3日(火）9：00から電話受付
問合せ：保健福祉課(子育て教育）

 ■☎ 6930-9094  ■FAX  6930-9140

弁護士による「離婚・養育費」に関する専門相談

と　き：9：00～17：30 （土日・祝日・年末年始を除く）
ところ･問合せ：市民局人権企画課 (市役所4階）

■☎ 6208-7489  ■FAX  6202-7073

犯罪被害者等支援のための総合相談窓口

申込要 無　料

申込要
無　料

※城東区役所での専門相談・市民法律相談・行政相談・就労相談・犯罪被害者等支援のための
　総合相談窓口・弁護士による「離婚・養育費」に関する専門相談は　　　       、精神科医師に
　よる相談は　　　       です。
※新型コロナウイルス感染症の影響により、掲載中の各相談などの内容一部変更、延期、
　中止となる場合があります。マスクの着用などの感染予防対策のうえ参加をお願いします。

区民対象
市民対象

城東区通信
私たちのまちを知ろう！

　阪神・淡路大震災以降、国内では地震が頻発するなど、
さまざまな地域で震度6以上の大規模地震が発生しています。
今後、発生が危惧されている東南海・南海地震や上町断層
帯による直下型地震など、区役所としても、震災に対しての
備えを地域の方と連携して行うことが重要と考えています。
　大阪市では、市内の広域避難場所にマンホールトイレを
1,410か所設置しています。この施設に仮囲いを設置すれ
ばマンホールトイレとして使用が可能となります。区内全体
の整備数は31基で、広域避難所に指定されている、蒲生公

園一帯には20基の災害用トイレが設置済みです。
　このマンホールトイレは、公共下水道につながっており、
水が確保できれば、公共下水道に流れる仕組みで、断水の
場合でも一定期間貯留できる構造とのこと。
　その他、防災性の向上と災害に強い良質なマンションの
整備を誘導するための制度(大阪市防災力強化マンション
認定制度）を用意しており、マンホールトイレを設置する
などの基準を満たしたマンションには、大阪市が「防災力
強化マンション」として認定しています。現在、54か所のマン
ションでマンホールトイレが設置されており(令和3年4月
1日時点）、区内にも1か所設置済みです。
　備えあれば患いなし！区民の皆さま、普段から災害への
備えをよろしくお願いします。

災害用マンホールトイレ

第14回4月23日（金）

城東大東区長の めぐ り

ところ：区役所3階 法律相談室　問合せ：総務課(総合企画) ■☎ 6930-9683  ■FAX 6932-0979
(注)7月は行政書士による相談を実施しません。次回は8月10日(火)です。

弁護士
による相談

と　き：7月14日(水)､21日(水)､28日(水)
13：00～17：00

内　容：土地･建物､金銭貸借､相続･
遺言､離婚･親権などの相談

定　員：各24名 21日のみ16名(先着順) 
(相談時間：30分以内)

申込み：相談日前日12：30より電話受付

と　き：7月7日(水)、8月4日(水)  
13：00～16：00 

内　容：不動産登記、相続、成年後見
などの相談

定　員：各8名(先着順)
(相談時間：45分以内) 

申込み：相談日前日12：30より電話受付

司法書士
による相談

社会保険
労務士
による相談

と　き：7月1日(木)、8月5日(木)
13：00～16：00

内　容：年金や労働問題、職場での
トラブルなどの相談

定　員：各4名(先着順)
(相談時間：45分以内)

申込み：相談日当日9：00より電話受付

宅地建物
取引士
による相談

と　き：7月9日(金)、9月10日(金)
13：00～16：00 ※8月13日（金）は実施しません。

内　容：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

定　員：各6名(先着順)(相談時間：30分以内)
申込み：相談日当日9：00より電話受付

予約専用電話 ■☎ 06-6930-9097 ※受付時間は下記をご覧ください。
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。

城東区役所での専門相談

弁護士
による
日曜法律
相談

と　き：7月25日(日)9：30～13：30
ところ：西区役所（西区新町4-5-14）
定　員：16組(先着順)
申込み：7月20日(火)、21日(水)

9：30～12:00
予約専用電話  ■☎ 6208-8805

弁護士
による
ナイター
法律相談

と　き：7月27日(火)18：30～21：00
(受付は20：00まで)

ところ：天王寺区民センター
(天王寺区生玉寺町7-57)

定　員：32組  受付開始時(18：00予定)に
順番を抽選し、以降先着順

市民法律相談

問合せ：大阪市総合コールセンター ■☎ 4301-7285  ■FAX 6373-3302

申込要 無　料

無　料

申込要 申込不要

第9回
こどももおとなも
全員集合！

出 演 者
募 集 ！

イベント・講座の
開催について

イベント等の開催について、荒天等で中止となる場合には、
区ホームページや区公式ツイッターでお知らせしますので、
ご確認ください。

区公式ツイッター広報誌ホームページ

２０２１年7月号　No．３０2

10 11

と　き：8月15日(日) 第1回14：00～14：30
第2回14：50～15：20

内　容：人形げきグループ“あんころもち”の皆さんによる
人形げきなど

対　象：どなたでも(子ども向け)  定　員：各回12名(先着順)
申込み：7月18日(日）10：00～ 8月14日(土）17：00

来館または電話にて受付

夏のこども会 あんころもちのにんぎょうげき

ところ：城東図書館多目的室
問合せ：城東図書館 (中央3-5-45城東区複合施設4階) 
■☎ 6933-0350  ■FAX 6933-0351
休館日：月曜日･第3木曜日(ともに祝日は開館)、
年末年始、蔵書点検期間 市立図書館ホームページ▶ 

申込メール▲

申込要
無　料城東図書館の 催  し  物

総務課 ■☎ 6930-9683  ■FAX  6932-0979 市政・区政に対する
ご意見・ご要望

政策企画室 市民の声       検 索 ➡

蒲生公園

一帯に20基

設置！


