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参 加 し て み ま せ ん か ？

講座・催し
※一部有料

10月13日（水） 14時～16時
区役所2階 集団検診室
アルコール専門病院相談員によるミニ講座、
当事者体験談など

当日会場までお越しください。
申込・問合せ 保健福祉課（保健活動） 

1階⑪番 ☎6915-9968

　飲酒問題を抱え回復をめざしている方、ご家族の
飲酒問題で悩んだり困っている方など、どなたでも参
加いただけます。

酒害教室

日時
場所
内容

申込方法

申込不要

無料

　家族の方が病気について正しい知識を学び、本人
への接し方を考える教室です。

統合失調症の家族教室 無料

10月20日（水） 13時30分～15時30分
区役所2階 集団検診室

日時
場所

ミニ講座「ご家族が楽しく過ごすコツ」、
家族交流会、問題解決技法を用いたグループ
セッション

内容

心理士　長谷川 章子 氏
統合失調症と診断された方のご家族
※初めて参加される方は必ず事前にご連絡ください。

講師
対象

申込・問合せ 保健福祉課（保健活動） 
1階⑪番 ☎6915-9968

電話・窓口申込方法

11月17日（水） 10時～11時30分
区役所3階つるみっ子ルーム または
区役所2階 集団検診室
0～3歳までのふたごちゃん・みつごちゃんとそ
の保護者、ふたごちゃん・みつごちゃんをご出産
予定のプレママ、そのご家族

電話・窓口
11月15日（月）

　ふたごちゃん、みつごちゃんの出産・育児について
情報交換しませんか？　年4回（5・7・9・11月実施）の
最終回です。

ふたごみつごの交流会 無料

日時
場所

対象

申込方法
締切
申込・問合せ 保健福祉課（保健活動） 1階⑪番

☎6915-9968

　家族の方が、うつ病の知識を学び、病気を理解する
ための教室です。同じ病気を持つ家族の方とも語り合
い、本人への接し方を一緒に考えてみましょう。

うつの家族教室 無料

11月12日（金）、26日（金） 14時～16時
大阪市こころの健康センター
（都島区中野町5-15-21 都島センタービル3階）
市内在住で、うつ病と診断されている方のご家族
精神科医師による講義、家族交流会
（2日間コース）

電話・窓口

日時
場所

対象
内容

申込方法
申込・問合せ 保健福祉課（保健活動） 

1階⑪番 ☎6915-9968

「介護就職デイ 介護合同就職面接会＆映画『ケアニン』上映会 
in あべのハルカス」を開催します 要予約

無料

　介護施設21社の合同就職面接会を開催。「介護の職場 担い手創出事業」で雇用管理改善に取り組むモデル事業所
6社も参加します。また、映画「ケアニン～こころに咲く花～」の上映会も同時に実施。介護の資格をお持ちでない方や
未経験の方でも、福祉分野に興味がある、介護業界で働いてみたい方はぜひご参加ください。

11月16日（火） 13時～16時（予約制） ※映画上映時間は別途設定しています。
あべのハルカス会議室（大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43 あべのハルカス25階）

日時
場所

21社（予定）参加事業所 介護職・看護職・その他募集職種
申込・問合せ ハローワーク大阪東 人材確保対策コーナー ☎6942-4771（内線45＃）

申込不要
今福下水処理場
一般公開（無料）

問合せ 今福下水処理場 
☎6939-7667　FAX6939-2731　

10月16日（土） 10時～15時
今福下水処理場（城東区今福南3-3-2）

日時
場所

　普段見ることのできない下
水処理場を見学し、汚れた水
をきれいにするしくみや、浸
水からまちを守るポンプの役
割を学ぶことができます。
※車でのご来場はご遠慮ください。
※天候により変更または中止となる場合があります。

10月21日（木）、11月4日（木） 9時30分～11時30分
区役所2階 集団検診室
統合失調症を中心とする精神障がいのある方
※主治医の許可が必要です。
初めて参加される方は必ず事前に
ご連絡ください。

　仲間と一緒にほっこりとした時間を過ごしましょう。
午前の教室なので生活リズムも整います。

地域生活向上教室
（ほっこり・ほのぼの） 無料

日時
場所
対象

ミーティング、軽い運動、
認知機能リハビリテーションなど

電話・窓口

内容

申込方法
申込・問合せ 保健福祉課（保健活動） 

1階⑪番 ☎6915-9968

10月は「犬・猫を正しく飼う運動強調月間」です

問合せ 保健福祉課（生活衛生） 1階⑪番 ☎6915-9973

　大阪市は、地域の理解と協力のもと、その地
域に住む野良猫の不妊去勢手術を行い、一代
限りの猫として地域の皆さんが主体となって
適正に管理していく「街ねこ活動」のお手伝い
をしています。詳しくは大阪市ホーム
ページ「所有者不明猫適正管理推進
事業」をご覧ください。

　普段から、ふん・尿は自宅で済ますことができるよう、トイレトレーニング
をしましょう。また、散歩で排泄してしまった場合に備え、ちり紙やペット
シーツ、水等を必ず携帯し、飼い主が責任をもって必ず後始末しましょう。

●トイレトレーニングをしましょう。

　猫の放し飼いは、交通事故や感染症等から守るためにやめましょう。ま
た、他人の家や庭をふん・尿等で汚したり、物を壊したりして、他人に迷惑
をかけることもありますので、室内で飼育するようにしましょう。
　犬の放し飼いは条例により禁止されています。公共の場所ではリード
を外さず、しっかり愛犬を制御してください。

●無責任な放し飼いは止めましょう。

「街ねこ活動」について

ダメダメ

鶴見緑地でレッツ・ウォーキング！～効果的に歩いて 健康度アップ～ 無料

　ウォーキングはいつでも、どこでも、誰でも、始められ
る有酸素運動です。生活習慣病予防・ダイエット・筋力向
上・ストレス解消などさまざまな効果があります。正しい
ウォーキング方法を学び、
鶴見緑地を楽しく一緒
に歩きましょう! 参
加者にはつるりっ
ぷの缶バッジをプ
レゼント。

1回目：10月20日（水) 　 
2回目：10月27日（水） 
各日10時~12時（開場9時45分）

日時

※雨天時はハナミズキホール内で講義と実技を行います。
※当日7時の時点で、大阪市に暴風警報もしくは特別警報
が発令されている場合は中止します。
鶴見緑地ハナミズキホール場所

申込・問合せ 保健福祉課（保健活動） 1階⑪番　
☎6915-9968

10月14日（木）締切

2回とも参加可能な区内在住の方
50名（先着順）
筆記用具、飲み物、タオル、レジャーシート

電話・窓口

対象
定員
持参
申込方法

石田 忍 氏（健康運動指導士）講師
ウォーキン

グカレンダ
ー

 2022年
も配布中

です♪

※マスク着用の上、動きやすい服装と靴でお越しください。当日、
体調の優れない方はご参加をお控えください。

鶴見区ニュースポーツ大会 参加者募集第5回スリーアイズ大会 無料

11月8日（月）締切

11月23日（火・祝） 13時～18時頃（予定）
鶴見スポーツセンター
区内在住・在勤者

日時
場所
対象

24チーム（先着順） 
※1チーム3～5名 （登録は8名まで）

定員

電話・FAX
総務課（教育） 4階43番 
☎6915-9734　FAX6913-6235

申込方法
申込先

　スリーアイズは
両チーム交互に
各々5つのボール
を番号マスに投げ、
「たて・横・ななめ」
でビンゴをつくる
バリアフリーのス
ポーツです。

問合せ 鶴見区スポーツ推進委員協議会　会長 馬場方 ☎090-1220-1693（通話可能時間19時～21時）
※マスクを着用して実施します。

●不動産相談・司法書士相談は、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

マ
ス
ク
着
用

問合せ ❶
❷
❸
❹ 鶴見緑地公園事務所 
　 ☎６９１２-０６５０　FAX６９１３-６８０４

総務課（政策推進）4階41番
☎6915-9683

❺ 城北環境事業センター ☎６９１３-３９６０　FAX６９１３-３６７４　
❻ 保健福祉課（保健活動） ☎６９１５-９９６８
❼ 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

10月 無料相談のお知らせ
大阪市民対象

※❺フードドライブ…ご家庭で余っている食べきれない保存食品を提供いただき、必要としている施設や団体にお届けする取り組み。

❺
ごみの相談・フードドライブ
【毎月第３火曜日】
保存食品の寄付受付（※）

当日会場にて受付
※保存食品の寄付は14時以降に
　お願いします。

10月19日（火）
１４時～１６時

鶴見区役所
１階ロビー

10月8日（金）
14時～15時30分
10月22日（金）
14時30分～16時

❻ 予約制こころの相談
（精神科医）

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。
※2名（先着順）

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
10月20日（水） 
１３時～１６時

❷ 不動産相談
【毎月第２火曜日】

予約制 10月12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

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）

10月8日（金）・22日（金）
１３時～１７時

法律相談
【毎月第２・4金曜日】

予約制
鶴見区役所3階
相談室　
※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。

❹ 花と緑の相談
【毎月第２水曜日】 当日会場にて受付中止

次回は11月10日（水）の予定です

※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。

大阪市総合コールセンター「なにわコール」
（☎4301‐7285）

な  に  わコール

❾ ナイター法律相談 10月21日（木）
天王寺区民センター当日抽選

❽ 日曜法律相談 予約制 10月24日（日）
港区役所・旭区役所

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

❼ 人権相談
（いじめ、差別、虐待、セクハラ、DVなど）

一部予約制

【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。

赤い羽根共同募金
～心と心をつなぐ赤い羽根～

問合せ 鶴見地区募金会事務局
（鶴見区社会福祉協議会内） ☎6913-7070

申込・問合せ 総務課（政策推進） 4階41番 ☎6915-9683

つるみっこ写真館  で 検 索

スマホからは
こちら
⇩

かわいいお子さんの
写真、募集中！

★詳しくはホームページを
　ご覧ください。

つるみっこ写真館つるみっこ写真館
8月出生届受理件数 82件

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。
※年齢・コメントは撮影当時のものです。※年齢・コメントは撮影当時のものです。

のあたん♡　ママとパパのところに生
まれてきてくれてありがとう＼(^^)／
日々の成長が見れてすごく幸せだよ♫
これからも一緒に楽しいこといっぱい
しようね！

2か月ちゃん
の  あ

小山 乃愛

陣痛の痛さも永真に会えるパワー
だ！とママ頑張れました！　そして永
真もたくさん頑張って産まれてきて
くれました！　ありがとう！　これから
パパママ、お兄ちゃんと4人で仲良
く楽しい思い出たくさん作ろうね！！！！

0か月ちゃん
はる ま

小山 永真 

コロナ禍の中、元気に生ま
れてきてくれてありがとう！
パパとママも1年生だから
失敗することもたくさんあ
るけれど、一緒に成長して
いこうね！

2か月ちゃん
つむぎ

馬原 紬

いつも美咲ちゃんの可愛い笑顔に
癒やされています。パパとママのと
ころに生まれてきてくれてありがと
う！　これからもすくすく元気に育っ
てね♪

2か月ちゃん
み さき

小野 美咲

「あの人」を支えたい。
困ったときはお互いさまだから。
その小さな思いが、街角から、ネットから、
地域の住民から集まってくる。
意志あるお金は
「あの人」をささえるための力となる。

10月1日 ～12月31日

区役所1階に募金箱を
設置しています。

スマホからも、
募金ができます！

いろんな表情を見せてくれ
てとっても嬉しいです♪　
これからも元気に、たくさ
んの事を学びながらすくす
く育ってね☆

9か月み れい

鎌野 心零ちゃん

第11回 花のデザイン祭り 無料

※一部有料

　お花に囲まれて素敵な時間
を過ごしませんか？ フラワーア
レンジメントコンテストやフラ
ワーマーケット、アレンジメント
教室等を開催します。フォトス
ポット、スタンプラリーも登場！

10月31日（日） 10時～16時
鶴見はなぽ～とブロッサム（三井アウトレット
パーク大阪鶴見3階プラザ）、大阪鶴見花き
地方卸売市場3階FlowerGallerry

日時
場所

問合せ 株式会社大阪鶴見フラワーセンター 
☎6913-4187　FAX6913-7714

●以下は広告スペースです。広告内容に関する一切の責任は広告主に帰属します。

★ネットで便利！�大阪市税
　�  問合せ  財政局税務部収税課収納管理グループ�☎6208-7783　FAX6202-6953

大阪市�市税�納付 検索


