
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。

7月号（2022/No.314）

03 わがまち北区

防災・
安全・安心

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。

日常的に持ち歩いても決
してかさばらず、何かと役
立つアイテムだなと感じ
ているのは、S字フックで
す。私の趣味は野球観
戦なのですが、狭い観客

席で困るのが荷物の置き場。S字フックがあ
れば、荷物を椅子に掛けられて、観戦中の飲
食も快適です。長時間の不自由な環境をち
ょっと快適にするアイデアは、防
災にも役立つかもしれません。
災害時にランタンを下げるなど
にも応用できそうです。
ジシン本サポーター・森田

何かと役立つS字フック

身近なものがトイレになる!?

My防災  ジシン本実践編

子育て

ジシン本
HPはこちら ▶

熱中症に注意しましょう！
消防だより

熱中症は、5月頃から増えはじめ、8月にピー
クを迎えています。
昨年、熱中症で救急搬送された方は比較的、
高齢者が多い傾向があります。
〈予防のポイント〉
●こまめに水分や塩分を補給し、外出時は
「日傘」や「帽子」を着用する
●低い位置にあるベビーカーなどは路面か
らの照り返しに注意する
●車の中は短時間でも温度が上がり危険
であることを知っておく

●室内でも我慢せずに、エアコンなどを利
用して適温に保つ
北消防署　☎06-6372-0119問

　　  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

無料

無料

要予約

要予約

要予約

相談内容 日　時 問合せ先

司法書士相談

北区役所での相談

7/13（水）13:00～16:00
※事前に電話予約

要予約行政書士相談 7/27（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 7/6（水）・20（水）・8/3（水）
13:00～17:00
※当日9:00から電話予約

7/27（水）13:00～16:00
※事前に電話予約（先着順）

　　  政策推進課（広聴担当）
☎06-6313-9683
申問

行政相談 7/21（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

子どもたちを犯罪から守るため、子どもさん
に「5つの約束」を繰り返し話してあげましょう。
〈5つの約束〉
❶一人で遊びません
❷知らない人についていきません
❸連れて行かれそうになったら、大声で知
らせます
❹誰と・どこで遊ぶ・いつ帰るかを、お家の
人に言ってから出かけます

❺お友達が連れて行かれそうになったら、
すぐに大人の人に知らせます

警察だより
子どもの犯罪被害防止

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

くらし・
手続き

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 7/24（日） 問

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

申問9/25・10/23・11/6・
12/11・1/29・2/26（いずれも日曜日）
14:00～16:00（全6回）
北区子ども・子育てプラザ
（本庄東1-24-11）他

【内容】 パパクッキングやベビーマッサージ、
育児セミナー等を実施し地域の父親同士の
交流を深める
【対象】 ０才の子どもをもつお父さん
※父子で参加できる方
【講師】 上山直美氏（千里金蘭大学看護学
部准教授）
【定員】 12組（申込先着順）
【申込】 7/10（日）10:00～電話
・来館・ホームページにて受付

日

場

お父さんに役立つ育児セミナー
要申込無料

北区子ども・子育てプラザ
☎　 06-6374-0870
申問

クレオ大阪子育て館
☎06-6354-0106　　06-6354-0277

8/6（土）・21（日）10:30～12:00（全2回）
クレオ大阪子育て館（天神橋6-4-20）

【対象】 1歳6か月までの子どもの父親
【講師】 新谷まさこ氏(子育てと仕事.com代表) 
【定員】 20名（申込先着順）
※一時保育あり(3か月～1歳6か月、定員10名、無
料、7/27（水）までに要申込)
【申込】 8/5(金)まで電話・FAX・
来館・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

場

申問

日

日 9/8・15・22・29（いずれも木曜日）
10:00～12:00（全4回）
北区役所

【対象】 区内在住の9/8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】 7/11（月）～電話・窓口にて受付
健康課

☎06-6313-9968　    06-6362-1099

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？

各種奨学金制度の情報提供及び就学支援
金等についての説明会・相談会です。

親子の絆づくりプログラム
赤ちゃんがきた！

￥

申問

小さな子も楽しめる
えほんのじかん
7/23（土）11:00～11:30
北図書館2階読書室（本庄東3-8-2）

【内容】 絵本を中心にパネルシアターなど
【対象】 小学生までの子どもと保護者
【出演】 絵本の会北
【定員】10組（申込先着順）
【申込】 7/22（金）まで電話・来館にて受付

北図書館
☎06-6375-0410　    06-6371-3177

要申込

無料

申問

場
日

高等学校等への進学向け
奨学金等制度説明会

7/26（火）19:00～20:00
北区民センター第1・2会議室（北区役所隣）

【対象】 中学校３年生の生徒及び保護者等
【申込】 7/15（金）まで電話・FAX等にて受
付 ※FAXには開催日・住所・氏名・電話番号を明記

教育委員会事務局
学校運営支援センター

☎06-6115-7641　    06-6115-8170

要申込

無料

申問

場
日

HPは
こちら ▶

ゼロから実践できる
新米パパのための育児講座

ついて学びます。 また、パパ同士の交流も
あります。

新米パパが子育てを楽しむために、子ども
との関わり方や急な病気・ケガへの対応に

要申込無料

HPはこちら ▶

7/9（土）・10（日）9:30～
※各日300個、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）
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

キッズプラザ大阪は7月10日
で25歳のお誕生日を迎えます！ 
25周年感謝の気持ちを込めて当館限定の
オリジナル缶バッジをプレゼント♡
今回の缶バッジはいつもよりスペシャルに
…⁉ ご希望の方はお早めにご来館を♪

開館25周年記念イベント　
オリジナル缶バッジを
ゲットしよう！

詳細は
キッズプラザ
大阪HP▶

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・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 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 7/24（日）
9:30～13:30

大正区役所
（大正区千島2-7-95）

予約受付：7/21（木）・22（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

相談内容 日　時 場　所 問合せ先

その他の相談

ナイター法律相談 7/20（水）
18:30～21:00

北区民センター
（北区役所隣）

　 大阪市総合コールセンター
☎06-4301-7285

※受付時間18:00～20:00。18:00～順番を抽選。 以降先着順（必ずマスク着用）

問
当日受付 ※

停電すると、トイレが使
えなくなることもあります。
台風シーズン到来を前
に、トイレなど事前の備
えについて、考える時間
をもちませんか？
※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 

7/23（土）10:30～11:15
【対象】 北区在住・在勤・在学の方（それ以
外の方は応相談）
【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】 7/19（火）までホームページにて受付
大阪北区ジシン本事務局
（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）

問

日

水害時のトイレ対策
【ジシン本オンライン講座】

水防団員とは…大雨や台風による高潮な
どの水害から被害を軽減するため、様々な
状況に合わせた「水防工法」を用いて水防
活動を行うのが「水防団」です。 地域にお住
まいの方や、地域で働く方 で々構成され、非
常時には水防団員として出動します。
水害から地域住民の大切な生命と財産を
守るために、地域の水防活動に力を発揮し
てみませんか？ 淀川左岸水防事務組合では、
新たな入団者を募集しています。
【対象】 北区在住または在勤／
18歳以上／性別不問

水害から地域を守る
「水防団員」を募集しています

要申込

無料

地域課　☎06-6313-9734　
　 06-6362-3823
問

HPはこちら ▶

淀川左岸水防事務組合
公式YouTube ▶


