
2月巡回日

中央図書館自動車文庫  6539-3305

停車場所 日時

西中島小学校北門
（西中島7-14）

2/13（水）
14：30～15：30

三津屋公園
（三津屋南2-20）

2/15（金）
10：20～11：00

2/27（水）
13：25～15：00

移動図書館

北中島小学校南門
（宮原5-3）

2/5（火）・3/5（火）
11：25～12：10

加島南第4住宅北側入口
（加島1-30）

2/1（金）・3/1（金）
14:10～14:4０

三国小学校南門
（三国本町３-９）

2/19（火）
14：15～15：15

十八条北モータープール前
（十八条1-13）

2/2（土）・3/2（土）
10：20～11：50

市営木川第一住宅6号棟前
集会所前（三国本町1-13）

2/13（水）
14：10～15：10

淀川区役所西側
（十三東２-３）

2/8（金）
14：00～14：45

アーベイン東三国5号館横
（東三国2-10）

2/26（火）
14：00～15：20

淀川区子ども・子育てプラザ
（新高1-11）

〈相談場所〉 花と緑の相談は・・・区役所1階特設コーナー
ひとり親家庭相談は・・・・区役所2階　 その他は・・・区役所4階相談室

法律相談

花と緑の相談

行政書士
相談

不動産相談

相談日 時間・受付など 問合せ先

13:00～15:00
国機関の施策・制度の相談

13:00～15:00 ※予約優先
相続・許認可・届出等の相談
予約受付：10：00～17：00

13:00～16:00　
※前日までの要予約
不動産の賃貸・売買およびその他
様々な内容に関する相談　
予約受付：10:00～16:00

大阪府行政書士会
（淀川支部）
6306-3307

9:00～17:30
面談または電話

14:00～16:00

2/4・3/4（月）

2/13・3/13（水）

月～金曜日
（祝日を除く）

毎月第4月曜日
（祝日を除く）

2/15（金）
※偶数月のみ

ひとり親
家庭相談

保健福祉課
2階23番
6308-9423

法律相談予約専用
6308-9430

政策企画課5階51番
6308-9683

市民協働課4階41番
6308-9417

十三公園事務所 
6309-0008

人権相談

相談無料

専門相談員による相談は希望日時に調整
（事前予約制）
月～金曜日  9:00～20:30
日曜日・祝日 9:00～17:00

コーナー
相  談

10：00～17：00　要事前予約
就業や自立支援・離婚前相談等

毎週水・木曜日
（祝日を除く）

全日本不動産協会
大阪府本部（北支部）
6373-1511

大阪市人権啓発・相談
センター予約専用
6532‐7830
6531‐0666　　 

　 7830@osaka-jinken.net

行政相談

電話予約制（先着16名）
相談日当日の9：00から受付
実施時間13:00～17:00
1人（組）30分

2/6（水）・12（火）・
20（水）・26（火）・
3/6（水）
※予約のお電話がたいへん混み合いつながりにくい場合がございます。

　市・府民税の申告義務がある方は市・府民税の
申告をお願いします。

２月１8日（月）～３月１５日（金）
（別途、事前受付期間あり）

９：００～１７：３０（金曜日は１９：００まで） ※土・日を除く
※２月１８日から１週間程度及び３月１５日は、窓口が大変混み合い、長
時間お待たせする場合がありますが、あらかじめご了承願います。

梅田市税事務所
（北区梅田1-2-2-700 大阪駅前第２ビル７階）
区役所6階会議室

※臨時申告会場への電話でのお問い合わせはご遠慮ください。
☆申告書は郵送でも提出できます。

梅田スカイビル　タワーウエスト１０階　　　　
（ＪＲ大阪駅中央北口から徒歩約7分・                    
阪急梅田駅茶屋町口から徒歩約9分）

２月１8日（月）～３月１５日（金） ※土・日を除く
ただし、下記の日曜日については、受付します
2/２４（日）、３/３（日）　９：15～１６：００

※税務署内には、申告書作成会場は開設しておりません。
用紙等の交付、作成済みの申告書等の受付は税
務署内の窓口でも行っています。
※申告書は、国税庁ホームページで作成できます。
また、平成31年１月からＩＤ・パスワード方式とスマ
ホ専用画面の導入でｅ-Ｔａｘ利用がより便利になり
ました。

臨時申告会場

申告会場

申告会場

梅田市税事務所
（北区梅田1-2-2-700 大阪駅前第２ビル７階）

２月1日（金）～１５日（金）
９：００～１７：３０（金曜日は１９：００まで） ※土・日・祝日を除く

所得税及び復興特別所得税の確定申告

市・府民税の申告

※各会場へは、電車・バスをご利用ください。

梅田市税事務所課税担当（市民税等グループ）
4797-2953

東淀川税務署　 6303-1141
　　

大阪市総合コールセンター 市政・区政へのご意見はお気軽に
市の制度や手続き、イベント情報、夜間・休日緊急のご案内などは、大阪市総合コールセンター「なにわコール」まで。
4301-7285　 6373-3302（8:00～21:00 年中無休）　 http://www.osaka-city-callcenter.jp/

政策企画課
6308-9683　 6885-053414

2月号 No.058



3月16日（土）15：00（開場14：30）
※開場時間等変更の可能性があります
淀川区民センター ホール　 300名（申込多数抽選）
桂文枝、span!、淀川区住みます芸人「職人」 他
区内在住、在勤、在学の方 ※未就学児は入場不可
2月13日（水）までにメールまたは往復ハガキ（当日消

がりふ(名氏・所住の者表代・」祭笑直地参「、に）効有印
なを記載)・電話番号と参加人数（代表者を含めて2名
以内）、また車いすでの来場など配慮の必要な場合は
その旨を記載のうえ、お申込みください。（返信用ハガ
キには必ず代表者の住所・氏名を記載してください。）
yodogawa-santi＠city.osaka.lg.jp 

往復ハガキ：〒532-8501　淀川区十三東2-3-3
淀川区役所総務課「参地直笑祭」係

総務課　 ６３０８-9625　中村・浦出

市民協働課（教育支援）４階４１番　 6308-9415

2月14日は夢ちゃんの誕生日！おかげさ
まで夢ちゃんは淀川区のマスコットキャ
ラクターに就任して10周年を迎えること
ができました。どんどん区内に飛び出し
ていき、区民の皆さまへ元気をお届けす
る気満々の夢ちゃんをこれからもどうぞ
よろしくお願いします！（広報担当：岡田）

◀

と！
た

　淀川区は、区内中学校とのタッグで漢字力
アップを応援しています。 詳しくはこちら

◀

◀

じ
や
お
こ
ん
が

ん
さ
夢

市民協働課（教育支援）４階４１番　 6308-9415

クイズで名人！其の十一～大阪難読地名クイズ～
次の漢字は大阪市内の地名を表した漢字です。
なんと読むでしょう？

： 題問

答えは６日のTwitterを見てね！来月号16面欄外にも掲載します。
（1月号の答えは16面欄外に！）

①立売堀（西区）
②杭全（東住吉区）
③安立（住之江区）
④道修町（中央区）
⑤本田（西区）

⑥石町（中央区）
⑦御幣島（西淀川区）
⑧遠里小野（住吉区）
⑨波除（港区）
⑩十三（淀川区）

淀川消防署予防担当　 ６３０８-1096

　3月7日は消防記念日です。地域の火災予防や防災
活動など、災害に強いまちづくりに貢献された方々の
表彰式を行います。同時開催の防災講演会では分かり
やすい科学実験を交えながら防災について楽しく学び
ましょう！

消防記念日表彰式・防災講演会消防記念日表彰式・防災講演会

3月7日（木）１3：3０～１5：００　
淀川消防署５階講堂
２００名（申込多数抽選）
必要事項（郵便番号、住所、氏名、年齢、電話番号）を

　　　ご記入の上、下記までハガキ・メール・持参
　　　（平日9:00～17:30）にてご応募ください。

）着必（）日（日７１月２～）金（日１月２
市内に在住、在勤、在学の方
当選者の発表は案内状の送付を

　　　もって代えさせていただきます
〒５３２-００１２

　　　淀川区木川東4-10-12
　　　淀川消防署　「防災講演会担当」
　　　 pa0015@city.osaka.lg.jp　
　　　※件名に「防災講演会応募」とご記入ください

応募方法

応募期間

応募先

当選発表

防災講演会

講師　阿部 清人氏
あ べ きよ と

身近なモノを使ったあっと驚く科学実験をわかりやすく紹
介するサイエンスインストラクターとして、全国各地でサイ
エンスショーを開催。また、防災士の視点から防災に役立
つ実験を行う『防災エンスショー』でも注目を集めている。

▲地震の揺れの実験の様子

「楽しく科学・伝える防災」

実験から防災を学び、
来るべき災害へ
備えましょう！

「楽しく科学・伝える防災」

実験から防災を学び、
来るべき災害へ
備えましょう！

出 演

応募先

参加費無料

桂文枝さんが淀川区民の皆さまのもとに
参上し、淀川区の特色を盛り込んだ創作落
語にて、直に笑いをお届けします！

じか

申込締切迫る！2月13日まで！！

※抽選結果は応募者全員に返送いたします。

毎月1日から5日までの間に全戸配布でお届けしています。配布漏れ等のお問合せは、政策企画課（ 6308‐9404）まで。
広報誌面へのご意見・ご感想は、お手軽なオンラインアンケートやメール、お電話・ＦＡＸなど、いずれの方法でもＯＫです。

政策企画課（広報担当）５階５１番　 ６３０８-９４０４　 ６８８５-０５３４　 tl0009@city.osaka.lg.jp　オンラインアンケートはＱＲコードから➡

広報誌の配布
ご意見・ご感想
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私たちが地域を盛り上げるお手伝いをしています！
何でもご相談ください！ 写真左から阿竹さん、井川さん、
宮脇さん、沖中さん

市民協働課（まちづくり）４階４１番　 ６３０８-９734

「まちセン」ってなぁ～に？ 
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淀川区役所
フェイスブック

淀川区役所
ホームページ

淀川区役所
ツイッター

1月号15面のクイズの答え
①しょうしゅん　②でぞめしき
③くりきんとん　④とそ　⑤はつちょうず
⑥しめなわ　⑦こま　⑧ぽちぶくろ
⑨すごろく　⑩ななくさがゆ

2月号 No.058

能性を信じられるよう、地域の皆さんと一緒に子どもたち
をあたたかく見守っていきましょう。この気持ち、ゆめゆめ
忘れることなかれ！
　ところで「ゆめゆめ～なかれ」とは「決して～するな」とい
う意味ですが、漢字では「夢夢」ではなく「努々」と書きます。
努めることが大事なんですね。ではあらためて、淀川区の子
どもたちが自分の夢を大
切にできるようにこれか
らも頑張るぞ！この気持
ち、ゆめゆめ忘れることな
かれ！

　2月です。昔から1月は去（い）ぬ。3月は去（さ）る、という
表現があります。「ほたら、2月はキジでっか？」「そら桃太郎
やがな」というネタがありますが（もちろん正解は「逃げ
る」）、本当に年明けは慌ただしく、あっという間に2月に
なってしまったとお感じの人も多いのではないでしょうか？
　今月号は、淀川区のマスコットキャラクター夢ちゃんの誕
生日が2月14日で、今年はデビュー10周年ということで特集
記事が組まれています。夢ちゃんは可愛くてイベントでも大
人気です。私も大好き。夢ちゃんという名前もいいですね。
　淀川区の子どもたちがいろんなことを夢見て、そしてその
夢をめがけて一心に突き進んでいく。そんな子どもたちを

うど、てった見夢とこなんこ「。すまい思といたし援応杯一精
せあかんわ」そんな風にあきらめたりしないよう、自分の可

ゆめゆめ忘れることなかれ！

やま  もと ま さ  ひろ

淀川区長　山本 正広

▶夢ちゃんおめでとう！
   これからもよろしくね！

淀川区各地域の地活協のお手伝いをしている
「淀川区まちづくりセンター（まちセン）」に夢ちゃんが遊びに来たよ♪
夢ちゃん：こんにちは！今日は急に来ちゃったんだけどよかったかな？
まちセン：もちろん！気軽に来てもらって大丈夫だよ～。今日はどうし

たの？
夢ちゃん：地域のイベントについて色々教えてほしいんだ！
まちセン：そういうことなら任せて！夢ちゃんは地域の盆踊りとか防災

訓練に行ったことはあるかな？
夢ちゃん：あるよ！地域のイベントはどれも楽しくて大好き！
まちセン：そうだよね！私たちは「どうしたら地域がもっと元気になる

かな？」ってことを地域の皆さんといつも一緒に考えている
んだよ。

夢ちゃん：へぇーそうなんだ！たくさんの人が集まって楽しくなると、地域
がもっと元気になるね！

まちセン：「地域でこんなことをしたいな！」と思っている人達の力になり
たいから、だれでも気軽に相談にきてほしいな。

夢ちゃん：みんなが喜んでくれることをたくさん考えているんだね。
夢ちゃんも何か役に立てるかな？

まちセン：もちろんだよ、夢ちゃん！
これからも私たちと一緒に地域を盛りあげていこうね！

夢ちゃん：また来るね！！

この看板が
目印！

わーい
、

ありが
とう！

夢ちゃんお誕生日おめでとう !!

淀川区まちづくりセンター
6309-5656

ま

ちセ
ンはここにあるよ

!!

区役所４階41番
市民協働課の横です！
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