日時・期間

各

種

相
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対象

談

定員

講師

内容

費用

持ち物

締切

7月5日（火）、12日（火）、26日（火）、8月2日（火）13：00～17：00
16名※26日は24名
当日9：00～電話予約のみ。各回先着順。

行政相談

7月19日
（火）
13：00～16：00
（15：00受付終了）

不動産無料相談

7月７日
（木）
13：00～15：00

社会保険労務士による
市民相談

7月14日（木）13：00～16：00（15：15受付終了）
4名
当日窓口で受付。先着順。

４名

（各種相談／催し）

場

所

問合せ

 務課
総
（広聴） 窓口㊶番
☎6682-9683

当日窓口で受付。
先着順。
区役所4階 相談室

7月22日（金）14：00～17：00（16：30受付終了）
6名
当日窓口で受付。先着順。
7月22日（金）、8月26日（金）14：00～17：00
当日窓口で受付。先着順。
個人番号通知書、本人確認書類

障がい者・高齢者・こどもの
暮らしなんでも相談会 要予約

7月8日（金）11：00～14：00

人権擁護委員による
特設人権相談所

その他

当日窓口で受付。先着順。

行政書士によるマイナンバー
カード代理申請相談会

ナイター法律相談

Ｅメール

実施日時（受付時間）

弁護士による法律相談 要予約

日曜法律相談 要予約

問合せ

各種相談はすべて無料・秘密厳守です。マスクの着用にご協力をお願いします。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、中止・延期等になる場合があります。

相談内容

行政書士による市民相談
（相続などの相談可）

申込み

※詳しくはお問合せください。

7月24日（日）9：30～13：30
事前電話予約。7月21日（木）、22日（金）9：30～12：00
【予約専用】☎6208-8805（先着順）
16組

大阪府行政書士会
☎6943-7501
区在宅サービスセンターさざなみ
３階 多目的ルーム
（御崎4-6-10）

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：すえのぶ・西山）

大正区役所
（大正区千島2-7-95）

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）

32組
７月20日（水）18：30～21：00
北区民センター
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
（北区扇町2-1-27）
決定
（受付は18：00～20：00まで。先着順。定員到達時点で受付終了。）

（住之江区御崎3-1-17）
①住之江区役所
②西淀川区役所
（西淀川区御幣島1-2-10） 大阪第一人権擁護委員協議会
③天王寺区役所
（天王寺区真法院町20-33） ☎6942-1489  I6943-7406
④西区役所
（西区新町4-5-14）

7月15日
（金）
13：30～16：00

催し

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、中止・延期、内容変更等になる場合があります。
詳しくは、各担当のホームページやお電話にてご確認ください。

「あいあい相愛おはなしのへや」
開催！
無料

住之江区民
ソフトバレーボール大会
２０２2年

要申込

おはなし隊
（学生と教職
員）
による紙芝居や劇な
ど、様々なスタイルでおは
なしを上演します♪皆さ
んも一緒におはなしの世
界を楽しみませんか？ご参加お待ちしております。
７月２８日
（木）
13：20～14：20
相愛大学７号館 保育演習室・子育て支援室
１～６歳児とその保護者
１０組
・ 相愛大学子ども発達学科合同研究室
☎６６１２-６２２７ I６６１２-６０３８
kodomo-g@soai.ac.jp

種目

・ファミリーの部：大人２名、子ども２名
（男女各２名、または男１名女３名）
・一般の部：大人４名
・女性の部：大人４名
・シニアの部：５０歳以上の男女（男２名以下）
８月７日（日）１０：００～
住之江スポーツセンター
市内在住・在勤の方
1グループ 1,000円
７月１5日（金）

小・中学校から募集した標語・作文の優秀賞の
発表や、南港南中学校の吹奏楽部による演奏を
行います。
７月１６日
（土）
１４：００～１６：００（受付１３：３０～）
すみのえ舞昆ホール
（区役所２階）
 協働まちづくり課（社会教育） 窓口㊸番
☎６６８２-９９８３

要申込

９月４日（日）開催の住之江まつりのステージに出演してみませんか?
コーラス・和太鼓・ダンス等、どんなパフォーマンスでもOK！
９月４日（日）１０：００～１５：００
区役所北側広場 屋外ステージのみ
区内在住・在勤・区内で活動中のグループ・個人
500円
７月1１日（月）～７月２7日（水）

無料
要申込
定期的に尿検査をしましょう
慢性腎臓病（CKD）の早期発見と生活習慣病について

第７２回
「社会を明るくする運動」
無料
区民大会

南港の海辺のステージで心地よい風に吹かれ
ながらパフォーマンスしてみませんか。
９月１０日（土）１６：００～２０：００
南港ATC 海辺のステージ
ア マチュアバンド・アカペラバンド・ダンス
チーム
（但し中学生を除く15歳以上30歳以下）
１グループ 2,000円
7月１１日
（月）
～７月２７日
（水）

第４８回住之江まつり～ステージ出演者募集～

第１４９回 エイジレス健康講座

慢性腎臓病
（CKD）になると腎不全（人工透
析）のみならず、心筋梗塞や脳卒中などの発症
や、
更には死亡に至る危険性が高くなります。そ
のため、CKDを早期に発見することが大切で
す。早期発見には検診での尿検査が欠かせませ
ん。
また、
検尿により泌尿器疾患（腎臓・前立腺が
んなど）
の発見につながることもあります。
尿検査は簡単で安価な検査ですが、とても大
切な検査ですので定期的に受けられることをお
勧めします。
さらに今回の講演では、生活習慣病
についても触れたいと思っています。
７月１６日
（土）
14：00～15：00
大阪南港ＡＴＣ IＴＭ棟１１階
ＡＴＣエイジレスセンター
３０名
じくはら
としみつ
講師：竺原 俊光
（大阪府内科医会理事／じくはら医院院長）
・ Ａ
 ＴＣエイジレスセンター ☎6615-5123

要申込

第2５回 住之江ユースライブ
コンサート～出演者募集～ 要申込

【上記イベントの問合せ】
大阪市コミュニティ協会 住之江区支部
☎６６５４-８２８０ I６６８３-２０４０
suminoe-komikyo@arion.ocn.ne.jp

ＡＴＣチケットプレゼント！
わけあって絶滅しました。展

期

間 7月22日
（金）～9月4日
（日）


９
：30～16：30
（最終入場 16：00）
場
所 ATCホール
入 場 料 当日券 一般 1,800円／
3歳から中学生 900円

詳しくは
こちら

～サマースペシャル～

各イベント

５0組100名様
住之江区
在住の方限
定

※前売り券等の詳細はHPをご確認ください。

問合せ先 わけあって絶滅しました。展 事務局

☎6615-5556

ホームページ
はこちら

テオ・ヤンセン展
期

間 7月9日
（土）
～9月25日
（日）


10：00～18：00
（最終入場 17：30）
ホームページ
場
所 ATC Gallery （ITM棟2F）
はこちら
入 場 料 当日券  一般 1,600円／
高校・大学生 1,100円 ／小・中学生 600円
※前売り券等の詳細はHPをご確認ください。

問合せ先 ハローダイヤル ☎050-5542-8600

応募方法

こちらからアンケートにお答えいた
だきご応募ください。発表は発送
をもってかえさせていただきます。
応募締切 7月13日
（水）

問合せ先  総務課（ICT・企画）窓口㊷番
☎6682-9992
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