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小学校区ごとに
「ミニきら����」を開催します

あなたも愛称 選びに参加できます！
「（ 仮 称）千島 公 園 植 樹帯」と「（仮 称 ）もと水景 施 設 」の
愛称を ツイッター で投 票しよう！

毎年ふ れあい福祉センターで開催している「きらめき
パーティー」は、今年は時間を短縮し、小学校区ごとに
地域福祉活動紹介企画「ミニきら」として開催します！

9月1日（火）から9月25日（金）まで両施設の愛称を募集し、
「（仮称）千島公園植樹帯」に42件、
「（仮称）もと水景施設」に34件の応募がありました。ご応募、誠にありがとうございました。大正
区役所で応募を取りまとめ、募集内容の要件を満たした愛称候補を4点ずつ選出いたしました！

日時

区

「（仮称）千島公園植樹帯」
の愛称候補
❶千島いろどりパーク
❸昭和山 はなのみち

❷千島グリーン・パーク
❹大正 花と空と海のみえる丘公園

❶すいけい広場
❸凪ぎ公園(なぎこうえん)

❷くさっパひろッパ
❹昭和山自然・防災メモリアル「きづなステージ」

「（仮称）もと水景施設」
の愛称候補

Twitter ▲

それぞれの愛称候補について、大正区役所公式ツイッターでアンケート投票を実施します。その結果を
踏まえ、大正区役所において審査し、愛称として決定します。ぜひご投票をお願いいたします！

アンケート投票実施期間

11月6日（金）〜11月12日（木）まで

大正図書館

4394-9975

11月12日（木）
・12月10日（木）
（平尾2-21）
●平尾小学校東門
場所
日時

昔話などを覚えて語るストーリーテリングをします。

日 時 11月15日(日)
11:00〜11:30(赤ちゃん向け)
12:30〜13:00(小学生向け)
13:00〜14:00(どなたでも)

10:30〜11:15

●市営鶴町第三住宅1号館横（鶴町3-22）
14:30〜15:00

※新型コロナウイルス感染拡大の影響により、
中止・延期となる場合があります。

※各回、要事前申込、先着10名まで

大正図書館

政策推進 4階42番

移動図書館まちかど号巡回日

おはなしボランティア
アナンシのおはなし会

主催・問合せ

問合せ

6552-1116

主催・問合せ 大阪市立中央図書館 自動車文庫

6539-3305

11月21日（土）三軒家東・泉尾北・北恩加島・平尾
22日（日）中泉尾
28日（土）三軒家西・泉尾東・小林・
南恩加島・鶴町
各11:00〜12:00（北恩加島は10:00〜11:00）
会場
泉尾東地域は「大正会館3階ホール」、
中泉尾地域は「老人福祉センター門前」、
そのほかは主に各小学校区の老人憩いの家や
福祉会館及び集会所の門前と周辺
内 容 ● 福祉啓発のチラシ・冊子配布
●地域ごとのPR企画・パネル展示等
●フードドライブと啓発物品の配布
（100セット配布時点で終了）など
大正区ふれあい福祉センター（区社協）

主催・
問合せ

6555-7575

6555-0687

大 正 消防署より

��月�日～��日は
秋の火災予防運動期間です

これからの季節は空気が乾
燥し 、暖 房 器 具を 使う機 会
が増えることから、火災が発

生しやすくなります。大正消
防 署で は 、期 間 内に 防 災 訓

練や防火指導など実 施しま
す。皆さんも今一度「火の用

その問題、専門家が一緒に考えます！
相談内容
法律相談

無料・秘密厳守

要電話予約

定員8名（先着順）

ナイター法律相談
定員32名

予約不要

日曜法律相談

定員各16名
（先着順）

要電話予約

不動産に関する無料相談
定員6名（先着順） 事前予約可

専門相談員による
要申込
人権相談

日時

12月 2日・9日・16日・23日
（水） 区役所5階
●13:00〜17:00

（火）
11月 24日

●18:30〜21：00

(18 時 予定の受 付 時に来 場
された方で抽選。空きがある
場合は以降、先着順。)

11月 22日
（日）

●9:30〜13:30

予約受付

11月 17日
（火）
●13:00〜16:00

毎週火曜・木曜（祝日を除く）

花と緑の相談

阿倍野区役所
都島区役所

さわやか広場
(区役所2階)

日時・場所は申込の際に決定します。

ひとり親家庭相談

犯罪被害者等支援
のための総合相談

天王寺
区民センター

予約 ・問合せ
庶務 5階50番

予約受付 相談日当日9:00〜

大阪市総合コールセンター

4301-7285
6373-3302

11月 16日
（月）

区役所 3階
301会議室

対象 障がいのある方、ご家族、事業所関係者など

●10:00〜17:00

（12:15〜13:00除く）

区役所 3階

土日・祝・年末年始を除く
9:00〜17:30
11月 18日
（水）
●14:00〜15:30

区民ギャラリー前
（区役所2階）

庶務 5階50番

4394-9683

大阪市人権啓発・相談センター

6531-0666

障がい者支援 3階35番

4394-9857

子育て支援 3階33番

4394-9914

八幡屋公園事務所

6571-0552

『大事やで 防火の心 みんなの命』
問合せ

大正消防署 予防担当

6552-0119

大 正警 察 署より
～あの日夢見た「正義の味方」に。～

申込期間

一般選考

11月5日（木）〜 20日（金）

自己推薦方式 11月5日（木）〜 20日（金）
詳しくは、大阪府大正警察署
ホームページを確認ください。

特殊詐欺にご注意！！

被害に遭わないための合言葉は、

「キャッシュカードは渡さない！！」

市民局ダイバーシティ推進室
人権企画課

6208-7489

令和２年度大阪市防火標語

大阪府警察官採用選考募集開始

予約受付 11月4日
（水）9:00〜

6532-7830

努めましょう！！

4394-9683

11月19日（木）
・20日（金）
9:30〜12:00
6208-8805

●13:00〜14:50

（就業支援・離婚前相談等
も含む） 要電話予約

場所

11月 4日・11日・18日・25日
（水）

障がいのある方の
ための「相談会」
申込不要

各種専門相談

心」を意識して、火 災予防に

6202-7073

「暗証番号は教えない！！」

「ATMで還付金は戻らない！！」

不審な電話は一度電話を切って、
家族・警察に相談してください。
問合せ

大正警察署生活安全課 防犯係

6555-1234

