
広告 広告

　　  大阪府宅地建物取引業協会
　　  北支部
☎06-6357-5821（平日10:00～15:30）

※広告の内容等、掲載された広告に関する一切の責任は広告主に帰属します。 また、大阪市が推奨等するものではありません。

6月号（2021/No.301）

07 わがまち北区

警察だより
あなたの車が狙われています
大阪府内では、車上ねらいなどの自動車に
関連する犯罪が多発しています。
〈防犯対策〉
❶車から離れる際は、エンジンキーを抜き、
窓を閉めドアロックをしましょう
❷車内には、カバンや財布など貴重品を放
置せず「からっぽ」にしましょう
❸防犯カメラや照明など防犯設備の整った
駐車場に駐車しましょう
❹ナンバープレートやカーナビには「盗難防
止ネジ」を活用しましょう
❺バー式ハンドルロックやセンサー式警報装
置などの盗難防止機器を装着しましょう
大　淀警察署　☎06-6376-1234
曽根崎警察署　☎06-6315-1234
天　満警察署　☎06-6363-1234

問

無料

要予約

要予約

要予約

相談内容 日　時 問い合わせ先

司法書士相談

北区役所での相談

6/9（水）13:00～16:00
※事前に電話予約

　　  あおぞら司法書士事務所内
　　  （担当：赤松）  
☎0120-676-888（平日9：00～18：00）

要予約行政書士相談 6/23（水）13:00～16:00
※事前に電話予約 　　  大阪府行政書士会北支部

☎06-6105-3219（平日9：00～17：00）
外国人のビザ手続・帰化、
建設業・民泊等の各種
営業許可などの相談

法律相談 6/2（水）・16（水）・7/7（水）
13:00～17:00
※当日9:00から電話予約

6/23（水）13:00～16:00
※事前に電話予約

　　  政策推進課（広聴担当）
☎06-6313-9683
申問

申問

申問

申問

行政相談 6/17（木）13:00～15:00
※予約不要

　 政策推進課（広聴担当）
☎06-6313-9683
問

不動産相談

消防だより
防災は、日頃の備えと
心構えが肝心 びん

ちゃん
めい
ちゃん

防災・
安全・安心

くらし・
手続き

新型コロナウイルス感染症の影響により、イベントなどが中止となる場合があります。

なかなか進まない家具の固定。新しい固定
グッズやアイデアを学んで、すぐできる対策
から始めてみませんか？
※Zoom使用でスマホ参加も可能
※申込後に「体験教材」を郵送します

6/19（土）10:30～11:15
【対象】 北区在住・在勤・在学
の方（それ以外の方は要相談）
【講師】 ジシン本サポーター、
（一社）あおぞら湯
【定員】 20名（申込先着順）
【申込】 6/15（火）までホームページにて受付
（一社）あおぞら湯
（中津つどいの広場ぐぅぐぅ内）
☎06-6371-3338（平日9:00～15:00）

日

まずは家具の固定から！　
【ジシン本オンライン講座】
すまいの安全点検

●中之島ラブセントラル様（西天満2）
（株式会社ケー・エキスプレス）
発災時に店舗の一部を開
放していただく等、共助の
輪が広がっています。 引
き続き、皆様のお申し込
みをお待ちしております。
（令和3年5月末現在登録件数：95件）

新たな防災パートナー

問

要申込

無料

HPはこちら ▶

北消防署　☎06-6372-0119問

福祉課
☎06-6313-9857　   06-6313-9905
問

地域課（防災防犯担当）
☎06-6313-9734　   06-6362-3823
問

６/11（金）～7/9（金）9:00～17:30
（土・日除く）
北区役所1階区民交流プラザ内
●教科書採択や教科書センターについて

教育委員会事務局指導部初等・中学校教
育担当　☎06-6208-9186
●教科書の展示場所について
政策推進課（教育連携担当）　
☎06-6313-9472　    06-6362-3821

日

場
問

人権相談

犯罪被害者等支援
のための総合相談

随時受付
9:00～17:30
（土日・祝日・年末年始を除く）

市民局人権企画課
（中之島1-3-20 
大阪市役所4階）

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

受付／月～金 9:00～21:00
　　　日・祝日 9:00～17:30

専門相談員が電話・面談・FAX・メールで相談
をお受けします。 区役所等での出張相談を希
望される方は、その旨ご連絡ください。

問

　　  大阪市人権啓発・相談センター
☎ 06-6532-7830　
　 06-6531-0666
　 7830@osaka-jinken.net

申問

要予約

日曜法律相談 6/27（日）
9:30～13:30

①北区役所
②住吉区役所
（住吉区南住吉
  3-15-55）

予約受付：6/24（木）・25（金） 
9：30～12：00
予約専用電話  ☎06-6208-8805
　 大阪市総合コールセンター
☎06-4301-7285
問

無料

相談内容 日　時 場　所 問い合わせ先

その他の相談

甘くて美味しいハチミツ
は効率的にエネルギー
に変わり栄養価も高い
ので、我が家では非常食
・防災食として備えてい
ます。 チューブ式なら洗

い物を出さず、割れる心配がないので持ち
運びにも安心。 賞味期限が長く常温保存
ができるのも、ハチミツのいい所です。 ただ
し、ハチミツは１歳未満の赤ち
ゃんは食べられないので注意
してくださいね。
『大阪北区ジシン本』
サポーター・土屋

災害時の万能食「ハチミツ」
My防災  ジシン本実践編

区役所の開庁時間 9:00～17:30  　　 19:00まで延長（一部業務）　　　　　9:00～17:30（一部業務）※毎月第4日曜日　   総務課  ☎06-6313-9625平日 金曜 6/27（日） 問

子育て

7/13・20・27・8/3（いずれも火曜日）
10:00～12:00（全4回）
北区役所4階会議室 

【対象】 区内在住の7/13時点で生後2～5
か月の赤ちゃん（第1子）とお母さん（初めて
このプログラムに参加する方）
【定員】 10組（申込先着順）
テキスト代1,100円（税込）

【申込】 6/7（月）～電話・窓口にて受付
健康課

☎06-6313-9968　    06-6362-1099

日

場

要申込

親子で交流しながら少し先を見通した子育
てについて一緒に考えてみませんか？

親子の絆づくりプログラム
赤ちゃんがきた！

学校で使用する教科書について、保護者や
市民の方が閲覧する機会を確保し、関心・
理解を深めていただくた
め、教科書センター
を設置し、教科書
（見本）の展示を行
います。教科書は、4
年に1度採択されます。

区役所で小中学校の
教科書（見本）を展示します

現在、児童手当を受給している方に「現況
届」をお送りしますので、6月中に提出してく
ださい。提出がない場合は、令和3年6月分
（令和3年10月支払い分）以降の支給が停
止になります。 また、そのまま2年経過する
と、時効となり受給権がなくなりますので、
ご注意ください。
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、
郵送での提出にご協力ください。 郵送でご
提出の際は、返信用封筒に84円切手を必
ず貼ってください。

児童手当現況届の提出を
お忘れなく！

￥

申問

7/10（土）・11（日）9:30～入館時配付
※なくなり次第終了
キッズプラザ大阪1Fボールサーカス前
（扇町2-1-7）

【対象】 中学生以下（団体は除く）
【配付数】 各日先着300名
入館料大人1,400円、小人（小・中学生）
800円、幼児（3歳以上）500円
キッズプラザ大阪

☎06-6311-6601　    06-6311-6605

日

場

￥

問

6/20（日）①10:00～11:30 ②13:00
～14:30（①②どちらか選んでください）
北区子ども・子育てプラザ
（本庄東1-24-11）

【内容】 沐浴体験、抱っこ・着替え・おむつ
替え体験
【対象】 北区在住で初めてママ・パパになる
方（受講時に妊娠６～８か月頃の方とその
パートナー）

日

場

プレママ・プレパパ講座
（沐浴体験） 要申込

無料

【講師】 助産師
【定員】各回８組（申込先着順）
【申込】6/1（火）10:00～電話にて受付

北区子ども・子育てプラザ
☎　 06-6374-0870

申問

キッズプラザ大阪開館
24周年記念イベント　
オリジナル缶バッジをゲットしよう！
開館24周年記念として、マス
コットキャラクターあいちゃ
ん・ゆうくんのイラスト入り、オ
リジナル缶バッジをプレゼン
トします！ ご来館はお早めに♪

大阪府北部地震から間もなく3年！ 地震発
生時、あわてず行動できるよう、次のことに
ついて確認しておきましょう。
□家具の固定をしていますか
□水、食材や日用品を備蓄していますか
□家族の安否確認方法を決めていますか
以上の３つは最低限の備えです。人それぞ
れ、状況が違えば必要な備えは異なります。
異なる災害状況をイメージし、それに必要な
備えを普段から考えておきましょう。

健康課　
☎06-6313-9973　   06-6362-1099
問

6月はゴキブリ防除強調月間
ゴキブリは下水道など不衛生な場所を通り、
細菌やウイルスが付着した状態で家の中を
動き回るので、ゴキブリが触れた食べ物や調
理器具等から病原体が人に感染する危険
性があります。高温多湿でゴキブリが繁殖し
やすくなるこれからの時期、適切な対策をと
り清潔な住環境を維持しましょう。
〈対策〉
●台所周りを清潔にし、整理・整頓を心がける
●粘着シートや毒餌をゴキブリの通りそう
な所に置く
●住宅の実情に応じた殺虫剤を使用する

ジシン本
防災講座も実施中！ ▶


