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●調理や食事前、トイレの後は手指の洗浄消毒を徹底しま
しょう。石けんでの手洗いを2回繰り返すと効果的です。
●牡蠣などの二枚貝は中心部まで十分加熱しましょう。
（目安は中心温度85℃～90℃で90秒以上）
●調理器具や調理台は洗浄消毒して、いつも清潔にしま
しょう。ノロウイルスを不活化する方法としては、次亜
塩素酸ナトリウム※（塩素系漂白剤）による消毒、熱湯消
毒が有効です。

食中毒予防のポイント

❼ ごみの相談・フードドライブ※

【毎月第３火曜日】
保存食品の受取窓口

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。

11月16日（火）
１４時～１６時

鶴見区役所
１階ロビー

11月12日（金）・26日（金）
14時～15時30分❽ 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。

●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

マ
ス
ク
着
用

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
11月17日（水）
１３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）

行政書士相談
（相続・遺言など）
【奇数月第２水曜日】

予約制 11月10日（水）
１３時～１６時

❷ 不動産相談
【毎月第２火曜日】

予約制 11月9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）

11月12日（金）・26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。

問合せ ❶
❷
❸
❹
総務課（政策推進）4階41番
☎6915-9683

❻ 鶴見緑地公園事務所 ☎６９１２-０６５０　FAX６９１３-６８０４
❼ 城北環境事業センター ☎６９１３-３９６０　FAX６９１３-３６７４　
❽ 保健福祉課（保健活動） ☎６９１５-９９６８
❾ 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

※❼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組み。

大阪合同庁舎第
2号館共用会議室
（中央区大手前4-
1-67）

❺
行政なんでも
相談所
（相続・登記・税金・年金など）

予約制

11月1日（月）～8日（月）
9時～17時 電話にて受付

（  　　　　　　　　       ）
11月12日（金）
１0時～１6時

※各機関から専門の担当者が
　出席し、相談に応じます。

近畿管区行政評価局
行政相談課☎6941-8358

❻ 花と緑の相談
【毎月第２水曜日】 当日会場にて受付11月10日（水）

１4時～１６時

【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

❾ 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。

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

11 ナイター法律相談 11月24日（水）
天王寺区民センター当日抽選

10 日曜法律相談 予約制 11月28日（日）
東成区役所

❺ 近畿管区行政評価局
行政相談課 ☎6941-8358

11月 無料相談のお知らせ
大阪市民対象

　ノロウイルスは感染力が非常に強く、
食品や人の手などを介して感染し、急
性胃腸炎を引き起こします。これから
の季節、特に多く発生しています。

問合せ 保健福祉課（生活衛生） 1階⑪番 
☎6915-9973

ノロウイルスにご注意ください！

※次亜塩素酸ナトリウムは手指消毒に用いることができず、
　使用できない調理器具があります。

　小学生の皆さんに活動の場を提供している
「児童いきいき放課後事業」で、夏休み期間中、
子どもたちが15の技とクイズに挑戦しました。
オリンピックにちなんで、国旗や競技のピクトグ
ラムを覚えるなど、イキイキと興味を持って、同じ
目標にチャレンジしていました。

　大阪市内全ての市立小学校において、平日の放
課後・土曜日・長期休業日などに、子どもたちが“遊
び”を通して学べる活動場所を提供しています。

鶴見区内の「いきいきスタッフ指導員」募集
興味がある方はお問い合わせください。

児童いきいき放課後事業（愛称「いきいき」）

問合せ NPO法人大阪鶴見ええまちネットワーク 
いきいき事業部 ☎6912-1515

おトクな健康アプリ
「アスマイル」をご利用ください！

　「おおさか健活マイレージアスマイル」は、府民
の健康づくりをサポートするアプリです。「朝食を
食べる」、「歩く」、「歯を磨く」などの毎日の健康活
動でポイントが貯まり、飲み物や電子マネー等が
当たる抽選に参加できます。
　また、40歳以上の大阪市国民健康保険加入者
の方は「特定健診」などを受診すると、
初回3,000円相当分の電子マネー等
と交換できるポイン
トがもらえます。

問合せ おおさか健活マイレージアスマイル事務局 
☎6131-5804　FAX6452-5266問合せ 城北環境事業センター ☎6913-3960

ノロウイルス

ごみ収集曜日変更のお知らせ

古紙・衣類の収集曜日が変更になります。

令和3年12月1日（水）から

今津北

収集地域
2丁目1番（1～20号）・
4・5・7・9・10番
3～5丁目

収集曜日

水
収集時間帯が変更に
なる場合があります。
収集日の8時30分までに
お出しください。

11月21日（日）6時（出船）～12時（帰港予定）日時
大阪湾近港（船上の釣座場所は抽選）
釣宿「泉佐野マリンライフ」 船着場前駐車場 
※5時15分までにお越しください。

場所
集合

8,000円（乗船料・エサ・氷含む） 
※当日に鶴見区体育厚生協会が徴収します。
※参加者全員ライフジャケット着用（無料レンタルあり）。
※高校生以下は保護者同伴でお申し込みください。
※11月17日（水）以降のキャンセルは料金が発生します。

費用

レンタル竿1,000円
（参加費とは別料金）

20名（先着順）定員
FAX申込方法

※仕掛け・おもりは事前
に「泉佐野マリンライ
フ」のホームページ
をご確認のうえ、ご
準備ください。

●参加希望者全員の氏名 

●住所 ●年齢 ●電話番号 

●レンタル有無〈竿・リー
ル・両方〉

申込書記載内容

鶴見区スポーツフィッシング大会 有料

申込・問合せ 総務課（教育） 4階43番 ☎6915-9734　FAX6913-6235 

　区民の皆さんが参加できる「船上タチウオ釣り
大会」を開催。魚の匹数で競い、優勝者を決定します。

※個人情報は当大会にの
み使用します。

大阪市内に居住する小学校1年生～
6年生

対象児童

利 用 料 無料　
※ただし、災害補償制度運営費として児童
1人あたり年額500円が必要です。

問合せ 各小学校の「いきいき」活動室

借金問題解決のための
土・日無料相談会

★多重債務については専用相談窓口
☎6949-6523／☎6949-6875

　一人で悩まず、ぜひご相談にお越しください。
12月11日（土）、12日（日） 10時～16時
近畿財務局（中央区大手前4-1-76）
※OsakaMetro「谷町四丁目」駅⑤番出口すぐ

日時
場所

申込・問合せ 近畿財務局 相談窓口 
☎6949-6523

電話申込方法

弁護士による面談（1人45分）
※契約書、返済予定表、取引明細書、領収
証、クレジットカード、督促状などを持参
ください（資料がなくてもご相談いただ
けます）。

相談方法

予約制

参 加 し て み ま せ ん か ？

講座・催し
区 役 所 か ら の

お知らせ　「ペップトーク」はポジティブな言葉を使ったシンプル
な会話で、やる気を引き出し、自信を与えます。

無料
講演会「子どものやる気を
引き出す魔法の言葉　
PEP TALK！」

11月27日（土） 
10時30分～12時30分（開場10時）

日時

問合せ 総務課（教育） 4階43番
☎6915-9734　FAX6913-6235
tsurumi-gakushu@city.osaka.lg.jp

申込先 鶴見区役所総務課教育担当
「人権啓発推進セミナー」係

つるみ日建ホール（鶴見区民センター大ホール）
(一財）日本ペップトーク普及協会認定講師　
藤江 正直 氏

場所
講師

200名（先着順）
FAX・メール・窓口

定員
申込方法

　鶴見区では、青少年の健全育成・非行防止に向け、
さまざまな事業に取り組んでいます。発達障がい等の
子どもを地域でどう受け入れるか、一緒に考えましょう。

　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。区内にある地域活動
支援センター大阪市みどり作業所の見学、家族交流
会を行います。

区役所2階 集団検診室（集合）
※全員で徒歩で現地に向かいます。

場所

11月17日（水） 
13時30分～15時30分

日時

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。

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

統合失調症の家族教室 無料

　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

11月18日（木）、12月2日（木） 
9時30分～11時30分

日時

区役所2階 集団検診室場所
統合失調症を中心とする
精神障がいのある方
※主治医の意見書が必要です。
初めて参加される方は必ず事前にご連絡ください。

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

12月12日（日） 13時～15時日時

申込・問合せ 総務課（教育） 4階43番
☎6915-9734　FAX6913-6235
tsurumi-gakushu@city.osaka.lg.jp

つるみ日建ホール（鶴見区民センター大ホール）
梅花女子大学心理学科教授 伊丹 昌一 氏

場所
講師

11月12日（金）締切

200名（先着順）
電話・メール 
※氏名・住所・電話番号をお知らせください。

定員
申込方法

青少年健全育成鶴見区民大会
―社会を明るくする運動―

無料

11月24日（水）締切

　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。

申込・問合せ 保健福祉課（保健活動） 
1階⑪番 ☎6915-9968

11月10日（水） 14時～16時日時
区役所2階 集団検診室内容
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

内容

当日会場までお越しください。申込方法

酒害教室
無料

申込不要 申込書記載内容
①参加者全員のお名前・お住まいの区（1件につき5名まで）
②代表者の電話番号（日中連絡のとりやすい番号）
③FAXで申込みの場合はFAX番号
※申込方法と同じ方法で代表者の方に整理番号と詳細をお知らせします。

12月8日（水）締切

問合せ 総務課（教育） 4階43番
☎6915-9734　FAX6913-6235
tsurumi-gakushu@city.osaka.lg.jp

申込先 鶴見区役所総務課教育担当
「つるみヒューマンシアター」係

　阪神・淡路大震災で自ら
被災しながらも、被災者の
「心」に寄り添う精神科医と
その家族との「絆」を描く
ヒューマンドラマです。 Ⓒ映画「心の傷を癒すということ」製作委員会

つるみヒューマンシアター
映画「心の傷を癒すということ」上映会

無料

12月11日（土） 
第1回 10時30分～13時（開場10時） 
第2回 14時30分～17時（開場14時）

日時

つるみ日建ホール（鶴見区民センター大ホール）
各回300名（先着順）

FAX・メール・窓口

場所
定員
申込方法
記載内容
①参加者全員のお名前・お住まいの区（1件につき5名まで）
②代表者の電話番号（日中連絡のとりやすい番号）
③希望の時間（午前・午後）
④FAXで申込みの場合はFAX番号
※申込方法と同じ方法で代表者の方に整理番号と詳細をお知らせします。

　2022年のカレンダー（2021年10月～2022年9月）
と鶴見緑地のおすすめウォーキングルートが載ってい
る「鶴見区ウォーキングカレンダー」を区役所1階⑭番
健康相談窓口で配布しています。ホームページからダ
ウンロードも可能です。 
　1日1,000歩プラス
を目標に取り組んでみ
ませんか？
問合せ 保健福祉課（保健活動） 1階⑪番 

☎6915-9968

鶴見区ウォーキングカレンダー
を配布しています

その日の
歩数が

書き込めます！

「成人の日記念のつどい」
代表者募集

申込・問合せ 鶴見区成人の日記念のつどい
実行委員会事務局
総務課（教育） ４階43番 ☎6915-9734
tsurumi-gakushu@city.osaka.lg.jp

令和4年1月10日（月・祝）
茨田中学校区にお住まいの方：10時～
今津中学校区にお住まいの方：11時45分～
茨田北中学校区・横堤中学校区にお住まいの方：14時～
緑中学校区・旭東中学校区にお住まいの方：15時45分～

日時

鶴見区民センター
平成13年4月2日～平成14年4月1日に生まれた方
※応募者多数の場合は抽選

場所
対象

代表説明会〈11月26日（金）19時～〉と
リハーサル〈1月9日（日）午前中〉に両日出席できる方

条件

11月12日（金）締切

①誓いの言葉　②花束贈呈
電話・メール 
※希望する役割（内容①または②）・氏名・生年
月日・住所・電話番号・メールアドレス・出身
中学校をお知らせください。

内容
申込方法

　令和3年度の「成人の日記念のつどい」
を開催します。

問合せ 総務課（教育） ４階43番 ☎6915-9734

令和2年度「成人の日記念のつどい」
対象者のみなさまへ

　平成12年4月2日～平成13年4月1日生まれの方に
ついては、延期決定となったまま、開催日程のご案内が
できず、ご心配をおかけしております。大阪市全体とし
てUSJでの開催を検討していますので、決まり次第
ホームページ等でお知らせします。
※なお、この情報は10月20日現在のものです。

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

●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。


