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さんふらわあクリスマスクルーズ

区民特別企画

さんふらわあに乗って大阪湾のクルージングを楽しもう！
日

時

場

所

12月14日
（土）
受付開始9：15 乗船開始10：45 出港11：45 入港15：15
大阪南港ＡＴＣさんふらわあターミナル
（第1）

住之江区の方（区内在住・在勤・在学）にうれしい特典！

●ペア5組10名様に乗船券プレゼント！

応募方法 ハ ガキに、
住所・氏名・年齢・電話番号（在勤・在学の方

は、会社名・学校名）をご記入の上、次の宛先までご応
募ください。
応募先 〒559‒8601 御崎3‒1‒17 住之江区役所
総務課
（企画）「さんふらわあクリスマスクルーズ」
係へ
応募締切 11月18日
（月）当日消印有効
※発表は発送をもってかえさせていただきます。

●特別料金でご乗船！

大人3,600円（通常3,900円）
＜主な船内イベント＞
小学生1,700円（通常1,900円）
・船上コンサート
幼児（3歳以上）800円（通常1,000円）
・クイズラリー＆抽選会
※料金には乗船料・イベント参加料・消費税を含みます。 ・サンタクロースと
撮影会 等
※お食事の代金は含まれません。
申込締切 12月13日
（金）17：00 ※定員になり次第、
受付を終了いたします。
申込方法 予約センター（☎6614-1013）
での予約時に、
「さざんかを見ました」
とお申込みの上、
クルーズ当日にフェリー乗り場窓口で区広報紙
「さざ
⬆
詳しくは
んか」
をご提示ください。（１家族、
１グループまで適用）
こちら！
料

金

 民特別企画クルーズについて (株)フェリーさんふらわあ ☎6614‒1013
区
乗船券プレゼントについて 総務課（企画）窓口㊷番
☎6682‒9992

「住之江区民デー」を
開催します。

シュライカー大阪をみんなで応援しよう！
住之江区に在住・在勤・在学の皆さまを無料ご招待します！※先着100名様
2019－2020シーズン ホーム最終戦、１つでも上位にいけるよう、声援を送ろう！
日 時 12月29日
対 戦 バルドラール浦安
（日） 試合開始 13：00
場 所 丸善インテックアリーナ大阪
（大阪市中央体育館） 席 種 自由席
応募を締め切らせていただきます。
定 員 先着100名様 ※募集人数に達し次第、
申 込 11月1日
（金）10：00〜12月23日（月）17：00までに公式サイトまたはQRコードから
お申込みください。 ※対象の方のお申込みであれば、最大４名様までお申込み頂けます。
受取方法 試合開始90分前から、
会場チケット売り場にて、入場チケットをお渡し致します。
※お申込み代表者様のご本人確認書類（住之江区在住・在勤・在学がわかる運転免許証、
健康
保険証、名刺、学生証など）を必ずご提示ください。

▲齋

藤日
向

シュライカー大阪事務局 ☎6684-5777 受付時間10:00～18:00
（土日祝を除く）

▲加

藤未
渚

選手

実選
手

B.LEAGUE
「大阪エヴェッサ」
をみんなで応援しよう！
住之江区に在住・在勤・在学の皆さまは、優待価格でご観戦いただけます！※前売販売のみ
１億円プレーヤー「富樫 勇樹 選手」を擁する千葉ジェッツを迎え撃つ！！
日

時

 2月14日
1
（土） 試合開始15：05
12月15日
（日） 試合開始15：05

※時間は変更になる可能性がございます。事前
に大阪エヴェッサ公式WEBサイトをご確認
ください。
対 戦 千葉ジェッツ

 おきにアリーナ舞洲
お
（此花区北港緑地2丁目2-15）
席 種 アリーナ２階自由席
場

所

各

種

相

※試合当日、ご本人確認書類（住之江区在住・在

格

談

各種相談はすべて

相談内容

実施日時 ( 受付時間 )

弁護士による法律相談 要予約

11月5日（火）、12日（火）
、
26日
（火）
、
12月3日
（火）
13:00～17:00
定員：16名※26日は24名 申込：当日9：00～電話予約のみ。各回先着順。

行政相談

11月19日（火）13：00～16：00
（15:00受付終了） 申込：当日窓口で受付。
先着順。

司法書士による法律相談

11月18日（月）13：00～16：00
（15:30受付終了） 定員：6名
申込：当日窓口で受付。
先着順。

不動産無料相談会

11月14日（木）13：00～15：00

社会保険労務士会による
市民相談

11月21日（木）13:00～16:00
（15:15受付終了） 定員：4名 申込：当日窓口で受
付。先着順。

行政書士による市民相談
（相続などの相談可）

「住之江区民応援デー」
を開催します。

勤・在学がわかる運転免許証、健康保険証、名
 人2,000円
大
刺、
学生証など）
をご持参ください。
（通常前売価格：2,500円）
※対象席種が完売になり次第、優待販売を終了
小中高900円
させていただきます。
※詳細は、
公式サイトでご確認ください。
（通常前売価格：1,000円）
申 込 11月1日
（金）10：00～12月10日
 阪エヴェッサ クラブオフィス
大
（火）23：59までに公式サイトか
ホームタウン担当 ☎0120-937-625
らお申込み下さい。
受付時間10：00～17：00
（土日祝を除く）
価

©SHRIKER OSAKA

定員：4組

申込：当日窓口で受付。
先着順。

▲合田 怜 選手

▲藤髙 宗一郎 選手

©OSAKA EVESSA

無料・秘密厳守 です。
場

所

区役所4階 相談室

11月22日（金）14:00～17:00
（16:30受付終了） 定員：6名
申込：当日窓口で受付。
先着順。

問合せ

総務課 窓口41番
☎6682-9683

大阪府行政書士会住吉支部
☎6678-3871

花と緑の相談日

11月19日（火）13:30～15:00

区役所1階 1-1会議室

長居公園事務所

ひとり親家庭相談 要予約

毎週火曜・水曜・木曜

区役所1階 保健福祉課

保健福祉課 窓口3番
☎6682-9857

障がい者・高齢者・子どもの
暮らし何でも相談会 要予約

11月8日（金）11:00～14:00 ※詳しくはお問合せください。

区役所1階 1-1会議室、
社会福祉法人健成会しらなみ
１階
（南港中3-3-43）

区地域自立支援協議会
区障がい者相談支援センター
☎6657-7556
（担当：平下・すえのぶ）

日曜法律相談 要予約

11月24日（日）9：30～13：30 申込：事前電話予約。
11月21日
（木）
、
22日
（金）
9：30
～12：00【予約専用】☎6208-8805（各会場先着順）定員：16組

①浪速区役所
（浪速区敷津東1-4-20）
②淀川区役所
（淀川区十三東2-3-3）

ナイター法律相談

11月25日（月）18：00～21：00 申込：開催日当日、
受付開始までに来場された方で
抽選を行い、相談の順番を決定
（受付は17：30～20：00まで、
先着順で定員到達
時で受付終了。）定員：40組

北区民センター
(北区扇町2-1-27）

犯罪被害者等支援のための
総合相談窓口

9：00～17：30（土日・祝日・年末年始を除く）

2

9:15～17:30
（年末年始・祝日除く）

市民局人権企画課
（市役所4階）

☎6691-7200

大阪市総合コールセンター
｢なにわコール｣ ☎4301-7285
（8：00～21：00 年中無休）

市民局人権企画課
☎6208-7619 I 6202-7073

☆住之江区広報紙「さざんか」は、毎月１日～５日（１月号のみ２～６日）の間に配布委託業者が住之江区内全てのご家庭・事業所のポストヘ直接お届けしています。

