
広告 広告

　　  政策推進課（広聴担当）
☎06-6313-9683

※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。

8月号（2022/No.315）

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。

キーホルダーやかば
んなど、持ち歩く物
に笛（ホイッスル）を
付けています。地震
で瓦礫やエレベータ

ーに閉じ込められた時、海や川で漂流して
しまった時、夜道での防犯など、緊急時に笛
は大きな力になってくれます。
小さな力で大きな音が出せるので、災害時
の混乱の中でも、大きく手を振ったり、大声
を出したり、瓦礫の下で懸命に体を動かし
たりで無駄に体力を消耗せずに、自分の居
場所や生存を伝えることができます。
水辺や山などの楽しいアウトド
アシーンでも大活躍しますよ！
大切なのは常に身に付けておく
こと！ 音が大きく、遠くまで届き、
壊れにくいものを選びましょう。 
ジシン本サポーター・亀井

笛を常に身に付けておく！

水害に備えと心構え

My防災  ジシン本実践編

子育て

ジシン本
HPはこちら ▶

進めましょう！ 事故予防対策
消防だより

転ばぬ先の… ～転倒・転落を防ぐために～
●部屋の中は段差を少なくしましょう
●床に新聞紙などすべりやすいものを置か
ないようにしましょう

●階段まわりは明るくし、すべり止めや手す
りを付けましょう
●小さな子どもがいる家庭では、ベランダ
や出窓の近くに踏み台になるようなもの
を置かないようにしましょう
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

8/10（水）13:00～16:00
※事前に電話予約

要予約行政書士相談 8/24（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 8/3（水）・17（水）・9/7（水）
13:00～17:00
※当日9:00から電話予約

8/24（水）13:00～16:00
※事前に電話予約

申問

行政相談 8/18（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

空き巣などの住宅侵入犯罪では、窓や出入
口ドアからの侵入が多くを占めています。

●ベランダや窓への足場になる物を置かな
いようにしましょう

●普段から地域の繋がりを大切にし、知ら
ない人を見たら声を掛けましょう

〈被害防止のポイント〉
●留守中やごみ出しなどの短時間でも確実
に施錠しましょう

●ドアや窓には補助錠や防犯アラームなど
の防犯器具を取り付けましょう

●録画機能付カメラインターホンを利用し
ましょう

警察だより
空き巣などの犯罪から
自宅を守りましょう！

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

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 8/28（日） 問

　　  一般社団法人大阪府宅地建物
取引業協会北支部
☎06-6357-5821（平日10:00～15:30）

申問

児童扶養手当現況届について

夏のおたのしみ会

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

10/5・12・19・26（いずれも水曜日）
10:00～12:00（全4回）
北区保健福祉センター（北区役所内）、
北区民センター（北区役所隣）

【対象】 区内在住の10/5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】 各会場10組（申込先着順）
テキスト代1,100円（税込）

【申込】 8/8（月）～電話・窓口にて受付
健康課

☎06-6313-9968　    06-6362-1099

要申込

現在、児童扶養手当の認定を受けている方
に「お知らせ（現況届について）」をお送りし
ていますので、8月中に福祉課（3階33番窓
口）で手続きをしてください。
この届の提出がない場合は、令和5年1月
期からの児童扶養手当の支払を受けること
ができなくなります。

親子の絆づくりプログラム
赤ちゃんがきた！

￥

申問

令和5年度保育施設利用申込み
来年4月からの保育施設の利
用申込書の配付・受付期間、必
要書類等を大阪市ホームペー
ジに掲載しています。

はじめてパパ応援講座 ～ようこそ
赤ちゃん！ここがパパの出番～
沐浴体験や、赤ちゃんが生まれ
てからの生活をイメージして、パパ同士一緒
にワークを体験してみましょう！
①8/28（日） ②10/22（土）13:30～15:30
※①②どちらかにお申込みください
クレオ大阪子育て館（天神橋6-4-20 7階）

【対象】 パートナーが初めての出産を控える男性
【講師】 助産師（株式会社With Midwife） 
【定員】 各回20名（申込先着順）
【申込】 ①は8/27（土）、②は10/21（金）ま
で電話・FAX・来館・ホームペ
ージにて受付 
※FAXには開催日・住所・氏名・年齢・
電話番号・FAX番号を明記

要申込

無料

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 8/28（日）
9:30～13:30

①浪速区役所
（浪速区敷津東1-4-20）
②西淀川区役所
（西淀川区御幣島
1-2-10）

予約受付：8/25（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

相談内容 日　時 場　所 問合せ先

その他の相談

本格的な台風シー
ズンがやってきます。
北区での水害や水
の防災について学
びませんか？

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

浸水深20cmになると歩けない？
【ジシン本防災講座】

①9/3（土）13:00～15:45 
②9/10（土）10:00~15:30
（全２回）※受付は①12:50～ ②9:50～
北区社会福祉協議会（神山町15-11）

【対象】 2日間の講座に参加でき、災害ボラ
ンティアセンター運営支援者として事前登
録が可能な方
【講師】 伊永勉氏（ADI災害研究所） 
【定員】 16名（多数抽選）
【申込】 8/20（土）まで電話・FAX・メールに
て受付 ※FAX・メールには住所・氏名・電話番号、
生年月日を明記

令和4年度  災害ボランティア
センター運営支援者養成講座

要申込

無料

要申込

無料

福祉課　
☎06-6313-9857　　 06-6313-9905
問

福祉課（子育て支援担当）　
☎06-6313-9489　　 06-6313-9905
問

HPはこちら ▶

HPはこちら ▶

日

場

日

場

場

【講師】 助産師
【定員】 各回8組（申込先着順）
【申込】 8/2（火）10:00～電話にて受付

8/21（日） ①10:00～11:40 ②13:00
～14:40（うち40分間）
※①②どちらかにお申込みください
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】 区内在住で初めてママ・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

要申込無料

北区子ども・子育てプラザ
☎06-6374-0870
申問

申

北図書館
☎06-6375-0410　　06-6371-3177

8/27（土）11:00～11:45
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】 20名（申込先着順）
【申込】 8/6（土）～電話・来館にて受付

場

申問

日

場

日

9/14（水）
19:00～20:30
クレオ大阪
子育て館 講習室
（天神橋6-4-20）

【対象】 区内在住・在勤・在学の方（それ以
外の方は応相談）
【講師】 亀井伸幸氏（淀川管内
河川レンジャー・アドバイザー）
【定員】 30名（申込先着順）
【申込】 9/13（火）まで電話・
FAX・ホームページにて受付
※FAXには住所・氏名・電話番号を明記　
※手話通訳での受講も可（9/4（日）までに要申込）
【主催】 大阪市立男女共同参画センター子
育て活動支援館
【共催】 大阪北区ジシン本事務局（一社）あ
おぞら湯

日

手
話通訳付

き
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北区社会福祉協議会
☎06-6313-5566　　06-6313-2921
　 kitawaniwani@osaka-kitakusyakyou.
com

申問

戦没者等の遺族に対する特別
弔慰金の請求を受付けています

地域課　☎06-6313-9951   問

令和2年4月1日において「恩給法による公
務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援
護法による遺族年金」等を受ける方がいな
い場合、特別弔慰金（額面25万円、5年償
還の記名国債）がご遺族（お一人）に支給
されます。請求手続きをされていない方は
地域課までお問合せください。
【請求期限】 令和5年3月31日まで


