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各種無料相談日のお知らせ5月 大阪市民対象

●
●5月 各種無料相談日

（ここにエクセル原稿の表を朱を反映して
入れる）   

【問合せ】
　①②③④総務課（政策推進） ☎
6915-9683
　⑤鶴見緑地公園事務所 ☎6912-0650　
FAX6913-6804
　⑥城北環境事業センター ☎6913-3960
　FAX6913-3674　

まちの未来を担う子どもたちのとっておきの1枚をご紹介します。

ちゃん（左）
かえで

中島 楓 0か月

れなちゃん！ 1歳のお誕生日おめで
とう！ 生まれてきてくれてここまで
元気に育ってくれてありがとう！ こ
れからもお茶目な蓮奈でいてね！

2か月

日々成長の様子が見られ、とても楽しい毎
日です♪ これからもっと沢山のことを見て
触れて、のびのび元気に育ってね☆☆

ちゃん
あおと

倉木 碧都

※年齢・コメントは撮影当時のものです。

3月出生届受理件数86件
つるみっこ写真館

問合せ ❶
❷
❸
❹

総務課（政策推進）
☎6915-9683

❺ 鶴見緑地公園事務所 ☎６９１２-０６５０　FAX６９１３-６８０４
❻ 城北環境事業センター ☎６９１３-３９６０　FAX６９１３-３６７４　
❼ 保健福祉課（保健活動） ☎６９１５-９９６８
❽ 大阪市人権啓発・相談センター 西区立売堀4-10-18 阿波座センタービル1階

鶴見区役所3階
相談室　

❻
ごみの出し方・予約方法
【毎月第３火曜日】
フードドライブ保存食品受付（※）

当日会場にて受付
※保存食品の寄付は14時以降に
　お持ち込みください。

5月18日（火） １４時～１６時

鶴見区役所
１階ロビー

❺ 花と緑の相談
【毎月第２水曜日】

当日会場にて受付5月12日（水） １４時～１６時　　　　　　

❹
当日９時～電話にて受付
（専用☎６９１５-９９５４）
※8名(先着順)（1人40分以内）

予約制行政書士相談
（相続・遺言など）
【奇数月第２水曜日】

5月12日（水） １３時～１６時

❸
当日９時～電話にて受付
（専用☎６９１５-９９５４）
※8名(先着順)（1人45分以内）

司法書士相談
（相続・贈与、会社・法人の登記、
成年後見など）
【毎月第３水曜日】

予約制

5月１9日（水） １３時～１６時

❷ 不動産相談
【毎月第２火曜日】

予約制
5月11日（火） １３時～１６時

当日９時～電話にて受付
（専用☎６９１５-９９５４）
※6名(先着順)（1人30分以内）

相談名 日時 申込方法 場所

一定の要件を満たす解体・建替
えについて補助します（限度額
あり）。

問合せ 都市整備局 住環境整備課 
密集市街地整備グループ
☎6208-9233　FAX6202-7025

　対策地区内において、未接道敷地等を解消するため
に隣地を平成30年4月1日以降に取得し、戸建住宅に
建替える場合、設計費、解体費等の一部を補助します。

②戸建住宅への建替え

　対策地区内において、幅員4ｍ未満の道路に面す
る昭和25年以前建築の木造住宅を解体する場合、
解体費の一部を補助します。

①解体

都市整備局 耐震・密集市街地整備 受付窓口

☎6882-7053・FAX6882-0877
までご相談ください。

古い住宅の解体・
建替え費用の補助

❶
当日９時～電話にて受付
（専用☎６９１５-９９５４）
※１６名（先着順）（１人30分以内）

5月14日（金）
     28日（金）１３時～１７時

法律相談
【毎月第2・第4金曜日】

予約制

❾ 日曜法律相談 5月23日（日）
阿倍野区役所予約制

10 ナイター法律相談 5月26日（水）
天王寺区民センター当日抽選

1歳ちゃん
れ な

本田 蓮奈

お兄ちゃんになって、さらなる成長を楽しみ
にしてるね！ これから2人とも元気に、仲良
く、思いやりがある人になってくれることを
願っています！

申込・問合せ 総務課（政策推進） 4階41番 ☎6915-9683

★詳しくはホームページを
　ご覧ください。 つるみっこ写真館  で 検 索かわいいお子さんの

写真、募集中！

1歳11か月ちゃん
あおい

中島 蒼（右）

（老人福祉センター）
つるみエンジョイセンター
鶴見区横堤5-5-51

　緩やかなストレッチ体操を通して、心身ともにリフ
レッシュ！　飲み物、タオルを持参のうえ、動きやすい
服装でお越しください。

ストレッチ体操

問合せ ☎6912-3351 FAX6912-6130☎6912-3351 FAX6912-6130
休館日 日・祝日日・祝日

有料

5月6日（木） 10時30分～12時
つるみ日建ホール（鶴見区民センター大ホール）
市内在住のどなたでも
100名（先着順）
300円
飲み物、タオル

電話・来館

日時
場所
対象
定員
費用
持参
申込方法

子ども・子育てプラザ
鶴見区今津中1-1-14

　好きな絵を描いて、オリジナルのプラバンキーホル
ダーを作りましょう！

プラバンでキーホルダーをつくろう

問合せ ☎・FAX6967-1033☎・FAX6967-1033

無料

5月29日（土） 15時20分～16時20分
市内在住の小学生
（プラザ利用の登録が必要です）
8名

電話・来館
（保護者の方）

日時
対象

定員
申込方法

区 内 施 設 か ら の お 知 ら せ

施設だより

スマホからは
こちら ⇩

休館日 月・祝日月・祝日
（こどもの日・山の日除く）（こどもの日・山の日除く）

●不動産相談・司法書士相談・行政書士相談は、大阪市行政オンラインシステムから予約できます。
定員 各2名（先着順）申込期間 毎月1日から相談日4日前まで

❽
【平日】 9時～21時
【日・祝】 9時～17時30分
※土曜日は休みですが電子メー
　ルによる相談は受け付けてい
　ます。

専門相談員が電話（専用☎６５３２-７８３０）、FAX、
手紙、メール、面談で相談を受付 ※通話料は自己負担
区役所で面談をご希望の場合は
事前に上記専用番号までご予約
ください。

な  や  み ゼロ

人権相談
（いじめ、差別、虐待、セクハラ、DVなど）

一部予約制

※マスク着用の徹底をお願いします。マスク未着用の場合、
入室をお断りします。

❼ 5月14日（金）
     28日（金）

14時～
  15時30分

鶴見区役所1階
⑪番窓口

本人（鶴見区民）およびご家族
からの相談も可能です。電話
（☎６９１５-９９68）、窓口にて事
前にご予約ください。

予約制こころの相談
（精神科医）

※電話がたいへん
混み合い、つなが
りにくい場合があ
ります。
※換気のため、扉と
窓を開けて相談
業務を行ってい
ます。
※マスク着用の徹
底をお願いしま
す。

詳しくは、大阪市総合コールセンター「なにわコー
ル」（☎4301‐7285）までお問い合わせください。

な  に  わコール

★新型コロナウイルス感染症拡大のため、中止・延期となる場合があります。
   ホームページまたは電話でご確認ください。




