
広告
※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。

02わがまち北区

11月号（2021/No.306）イベントの中止・延期等は、ホームページなどでご確認ください。

北区広報紙「わがまち北区」の点字版の送付をご希望の場合は、お申し出ください。　　政策推進課　☎06-6313-9474
なお、音訳版（CD）をご希望の方は「北区ボランティア・市民活動センター（北朗バラの会）」までお申し出ください。　　☎06-6313-5566

問
問

健康・福祉

11/21（日）・12/8（水）9:30～11:00
北区保健福祉センター（北区役所内）

【内容】 糖尿病等の生活習慣病に関する血
液・尿の検査、血圧測定、医師による診察など
【対象】 大阪市国民健康保険加入者（40歳
以上）、大阪府後期高齢者医療制度加入者
【持ち物】 受診券・健康保険被保険者証・
個人票（国保の方）

日

無料特定健診

場

クレオ大阪子育て館　
☎06-6354-0106　   06-6354-0277
問

※委託医療機関でもBCG予防接種を受けることが
できます 

無料

12/2（木）・1/6（木）
10:00～11:00 （9:30～番号札配布）
北区保健福祉センター（北区役所内）

【標準的な接種年齢】  生後5～8か月の乳児
【持ち物】 母子健康手帳・予防接種手帳・
ベビーカー用の錠・バスタオル（脱衣・着衣
の際に使用します）

日

場

BCG予防接種

健康課　
☎06-6313-9882　   06-6362-1099
問

健康課　
☎06-6313-9882　   06-6362-1099
問

健康課　
☎06-6313-9968　   06-6362-1099
申問

精神科医師による
精神保健福祉相談
こころの変調に気づいたら専門家に相談し
てみませんか？ ご家族や支援者からの相談
も可能です。
11/17（水）・26（金）・12/3（金）
14:00～16:00
北区保健福祉センター相談室
（北区役所内）

日

場

予約制

【申込】 12/3（金）まで電話・
FAX・ホームページにて受付
※FAXには住所・氏名・年齢・電話
番号・FAX番号を明記

大阪市立科学館　
連続オンライン講座

今年もやります！ 総合フェスタ!! テーマは
「#エ―ル」
ものづくりや体験教室、作品展示、ステージ
発表、手作り小物の販売など、いろいろな学
びが体験できます。 
テーマ「#エール」の
フォトコンテストも同
時開催! ! 大人も子
どももみんな一緒に
楽しんじゃおう♪

文化・
芸術・講座

総合フェスタ2021
「あなたを応援、みんなを応援、
贈ろうエール！」

令和4年4月～令和5年3月
大阪市教育会館（中央区法円坂）ほか6
か所

【内容】 歴史・自然・語学・美術など60科目
年額60,000円（科目によっては、特別
教室使用料等別途必要）

【申込】 12/8（水）15:00まで
郵送・ホームページ・来館にて
受付

日
場

要申込大阪府高齢者大学校
2022年度受講生募集

認定NPO法人大阪府高齢者大学
〒540-0005 中央区法円坂1-1-35 大阪
市教育会館内　
☎06-6360-4471　   06-6360-4500

申問
HPはこちら▶

HPはこちら ▶

12/13（月）・20（月）14:00～15:30
クレオ大阪子育て館（天神橋6-4-20）

【内容】 「終活」をキーワードに、２回にわた
り男性が介護をする・される側になったとき
の心構えや、親や自分自身の終活に向けた
法律知識について学びます。
【対象】 男性
【講師】 中塚雄太氏（弁護士）ほか
【定員】 30名（申込先着順）
※一時保育あり（3か月～小学3年生、定員10名、無
料、要事前申込）

日
場

男性のための終活セミナー
～親の終活・自分の終活～ 要申込

無料

大阪くらしの今昔館　
☎06-6242-1170　   06-6354-8601
問

江戸時代に京都御大工頭として活躍した中
井家伝来の茶室起こし絵図（重文）を一堂
に展示。現在は失われた茶室や現存する代
表的な茶室などをピックアップ。江戸時代
の大工棟梁が記録した魅力あるもてなしの
空間を会場でご堪能ください。
11/19（金）～1/16（日）
10:00～17:00（最終入館16:30）
大阪くらしの今昔館（天神橋6-4-20）
大人400円、高校生・大学生300円
※要学生証提示、8階常設+企画展示室の入場料

日

場

特別展「大工頭中井家伝来　
茶室起こし絵図展」

要申込

￥

￥

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 11/28（日）
13:00～17:00

東成区役所
（東成区大今里西
2-8-4）

予約受付：11/25（木）・26（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

ナイター法律相談 11/24（水）
18:30～21:00

天王寺区民センター
（天王寺区生玉寺町7-57）

　 大阪市総合コールセンター
☎06-4301-7285

※受付開始時（18:00～）に順番を抽選。抽選後空きがある場合は先着順（必ずマスク着用）

問
当日受付 ※

　　  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）

　　  大阪府行政書士会北支部
☎06-6105-3219（平日9：00～17：00）

申問

申問

　　  全日本不動産協会
大阪府本部北支部
☎06-6373-1511（平日10:00～15:30）

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

11/10（水）13:00～16:00
※事前に電話予約

要予約行政書士相談 11/24（水）13:00～16:00
※事前に電話予約外国人のビザ手続・帰化、

建設業・民泊等の各種
営業許可などの相談

法律相談 11/4（木）・17（水）・12/1（水）
13:00～17:00
※当日9:00から電話予約

11/24（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

問

行政相談 11/18（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

12/7(火)14：00～16：00
１階区民交流プラザ及び
その周辺へお越しください。

花と緑の相談　
～花木や草花の
　園芸相談～

　 扇町公園事務所
☎06-6312-8121　  06-6312-3403

学芸員が、それぞれの専門分野や大阪市
立科学館の資料や展示に関する話、タイム
リーな話題
など、バラエ
ティ豊かな
テーマでお
話しします。
※オンラインに
て配信

1/22まで隔週土曜日10:30～（約90分
間）※2/13（日）まで視聴可能
１回あたり300円、全11回通し券2,000円

※視聴に伴う通信料等は参加者負担
【申込】 1/31（月）まで科学館
公式ホームページより、専用
サイトにて視聴チケット購入
※テーマなど、詳細はホームページ
にてご確認ください

大阪市立科学館　
☎ 06-6444-5656　   06-6444-5657
問

HPはこちら ▶

日

￥

●中大淀幼稚園正門（大淀中4-10）
　11/2（火）・12/1（水）14:10～15:30
●ローレルタワー梅田東側（万歳町5-12）
　11/13（土）10:10～11:00
●中津公園（中津2-8）
　11/13（土）10:05～11:00
●北老人福祉センター駐車場（同心1-5）
　11/13（土）11:30～12:20

移動図書館まちかど号

11月巡回予定

　 中央図書館自動車文庫
☎06-6539-3305  　06-6539-3336
問

HPはこちら ▶

●「オンラインで参加！ おうちでフェスタ」
11/16（火）～30（火）

●「センターで参加！ 総合でフェスタ」
11/23（火・祝）10:00～16:00
総合生涯学習センター(梅
田1-2-2-500 大阪駅前
第2ビル5階)

※定員、申込、材料費など、詳しくは
ホームページをご確認ください

日

日
場

総合生涯学習センター　
☎06-6345-5004　   06-6345-5019
申問

政策推進課　
☎06-6313-9547　    06-6362-3821

【令和3年度の主な事業】
●街頭防犯カメラの設置及び運用
●青色防犯パト
　ロール活動
　など

問

大阪市地域活性化事業基金（ボート
ピア梅田環境整備協力費）を活用し、
北区の地域住民団体が主体的に安
全・安心なまちづくりに取り組み、地
域課題の解決や地域の活性化に向
けて活動しています。

～安全・安心なまちづくりなどの取組～

無料


