
3月巡回日

中央図書館自動車文庫  6539-3305

停車場所 日時

市営木川第一住宅6号棟前
集会所前（三国本町1-13）

３/13（水）
14：１0～15：１0

三津屋公園
（三津屋南2-20）

３/15（金）
10：20～11：00

3/27（水）
13：25～15：00

移動図書館

北中島小学校南門
（宮原5-3）

3/5（火）・4/2（火）
11：25～12：10

加島南第4住宅北側入口
（加島1-30）

3/1（金）・4/5（金）
14:10～14:4０

三国小学校南門
（三国本町３-９）

３/19（火）
14：15～15：15

十八条北モータープール前
（十八条1-13）

3/2（土）・4/6（土）
10：20～11：50

淀川区役所西側
（十三東２-３）

3/8（金）
14：０0～1４：４５

西中島小学校北門
（西中島7-14）

３/１３（水）
14：３0～1５：３０

アーベイン東三国5号館横
（東三国2-10）

３/26（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

3/4・4/1（月）

3/13（水）

14:00～15:304/10（水）

月～金曜日
（祝日を除く）

毎月第4月曜日
（祝日を除く）

4/19（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

3/6（水）・12（火）・
20（水）・26（火）・
4/3（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。

※4月より時間が変更となります。

市民協働課（まちづくり） ４階４１番　 6308-9734

商品・サービスや店舗デザイン、地域貢献等の審査で３店舗が受賞されました。
主催：淀川区役所、淀川区商店会連盟　後援：大阪商工会議所北支部

淀川区長賞

●はしもとたばこ店
　たばこ小売・三国新道商店街振興組合
　西三国3-4-10　 非公表

　地域一番の取扱い販
売アイテム数を誇り、き
め細やかな接客サービ
スにも定評があります。
また、吸い殻を回収する
等喫煙者マナーや環境
にも配慮しています。 大阪商工会議所北支部長賞

●COPO 十三店
　靴下専門店・
　十三フレンドリー商店街振興組合
　十三本町1-9-16　 6886-2951

　「明るい・楽しい・温かい」をコ
ンセプトに子どもからお年寄り
まで幅広い世代に楽しんでいた
だけるよう工夫しています。

淀川区商店会連盟会長賞
●Café&串バルBar 
　ORENNJI1970.
　飲食業・十三元今里商店街振興組合
　十三元今里2-6-17　 090-1908-5789
　木の温もりを感じられる店内
で、おしゃれなレイアウトや
日々のメニューも工夫を凝らし
ています。

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
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市民協働課（教育支援）４階４１番　 6308-9415

　取材でお邪魔した淀川女性会のみなさ
んの朝の清掃活動。おそろいのかっぽう着
姿で、楽しそうに互いに声をかけあいなが
らお掃除している姿を見ていると、すごく
爽やかな気持ちになり、元気をいただきま
した！いつもありがとうございます！地域
のおかあちゃんたち！　 （広報担当：岡田）

◀

も一

掃
お
に
緒

　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

其の十二～いよいよ検定問題にチャレンジ！～

次の①～⑤の対義語、⑥～⑩の類義語を後の　　の中から選び、
漢字で記せ。　　の中の語は一度だけ使うこと。

： 題問

答えは6日のTwitterを見てね！ 来月号欄外にも掲載します。
（2月号の答えは16面欄外に！）

協力：（公財）日本漢字能力検定協会

①淡泊　②怠惰　③特殊　④仙境　⑤清浄
⑥適切　⑦殊勲　⑧屈指　⑨丁寧　⑩邸宅

おだく  ・  きんべん  ・  ぞっかい  ・  だとう  ・  たんねん
てがら  ・  のうこう  ・  ばつぐん  ・  ふへん  ・  やしき

【対義語】

【類義語】

市民協働課（防災・防犯）4階41番　 6308-9734

総務課５階５１番　 ６３０８-９６２５

　4月から新しい学年が始ま
ります。春休み中に子ども達
自身が「自分の安全は自分で
守る」力をつけるために、子
どもと一緒に「防災・防犯」に
ついて考えてみませんか？
　子ども向け防犯講座や防
災クイズ、警察・消防制服着
用体験などのブースがいっ
ぱい！防災・防犯グッズのプ
レゼントもあります！

3月24日（日）
14：00～16：00
区役所会議室
小学校低学年までの児童
とその保護者
子どもの防犯・防災に関
心のある方

予約不要
参加費無料

入退場自由

防犯

防災

（日本漢字能力検定）平成27年度第１回検定　準２級の問題の一部です。

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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総額 3億9，720万円
￥ 　皆さまからお預かりした大切な税金や大阪市の

収入をどのような事業にどのくらい使うのか。平成
31年度の淀川区予算案の一部をご紹介します。

平成31年度重点取り組み

災害時の備
えの充実や
防犯カメラの
設置運営な
ど、防災・防犯
の取り組みを
進めます。

地域活動協
議会を支援す
ることによる
地域活動の
活性化や放置
自転車対策を
進めます。

区役所庁舎の光熱水費や維持管理の経費です。

※左記予算のほか、区長が権限を持つ各所属所管の予算（区シティ・マネージャー
　予算）があります。【１０億７,０３１万円】

淀川区の平成31年度予算案予算を

チェック!! 

　若年層の防災意識を高めるための啓発イベ
ントを開催します。　　　　　　　   637万円

地域における減災推進事業

　大規模災害時、新大阪駅周辺で発生する帰
宅困難者への対策を検討します。　  １５９万円

帰宅困難者対策事業

　小学生に学習習慣を身に付けてもらうため
の取り組みを支援します。　　　　   ２７４万円

小学生補習充実事業

　発達障害のある小中学生の課外活動や遠
足・校外学習などの学校生活を支援します。

３８３万円

発達障がいサポート事業

　区役所と小中学校が連携して、子どもの睡
眠習慣改善に向けた啓発を進めます。

１４１万円

子どもの睡眠習慣改善支援事業（ヨドネル）

安全・安心なまちづくり
2,037万円

小中の放課
後の補習をは
じめ学校教育
の支援や病児
保育などの子
育て支援を充
実させます。

教育・子育て支援の充実
3,490万円

つながるまちの実現
8,734万円

事務的経費 1億３,２５７万円

広報誌の発行
及び戸別配布や
区民センターの
運営、その他区
民サービスの向
上を進めます。

区民のための区役所づくり
1億2,193万円

　　　　  子どもの
安全・安心フェスティバル
　　　　  子どもの
安全・安心フェスティバル

みんなおいで
！



市民協働課（まちづくり）４階４１番　 ６３０８-９734／淀川区まちづくりセンター4階　 6309-5656

身近な地域情報が満載！区内の「地域広報紙」！
区内18地域では、写真撮影・記事作成すべてを地域の皆さま自身が行っている「地域広報紙」を発行しています！

　地域活動参加の第一歩は、まずご自身の地域のこと
を「知る」ことから…！地域広報紙以外にも、地域の福祉
会館などに行けば行事の予定や地活協の活動などの
地域情報を知ることができます。

地域広報紙展示会

ふれあい喫茶や子
育てサロン

などの行事開催のご
案内

地域の
防災・防犯情報

地域の歴史情報

and more・・・

引っ越してきたばかりでした
が、夏祭りや防災訓練のこと
を地域広報紙で知りました！

身近なイベント情報が掲載さ
れているので、子どもと一緒
に参加しやすい！

読者の声地域の独自情報もりだくさん！！

3月6日（水）～3月15日（金）
区役所1階区民ギャラリー

バラエティ豊かな地域広報紙やチラシ・ポスター
も全部見せます！

地域広報紙は区役所や
地域の福祉会館等にあります！

各福祉会館はこちら▶
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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

2月号15面のクイズの答え
①いたちぼり　②くまた　③あんりゅう
④どしょうまち　⑤ほんでん　
⑥こくまち　⑦みてじま　⑧おりおの　
⑨なみよけ　⑩じゅうそう

3月号 No.059

たのですが、呼吸困難になって気管切開したようでしゃべれ
ません。ボール紙に50音を書いたものを、棒で順番に指して
言葉を伝えようとしています。
　「オ・ナ・カ・ス・イ・テ・ナ・イ・カ・フ・ク・エ・デ・ナ・ニ・カ・
ト・ッ・テ・タ・ベ」
　「福江」とはその病院の近くの仕出し弁当屋です。母親とい
うのは自分が死にかけてるのに息子の昼飯の心配をするん
やなと思い、文字を追う途中で視界が涙でブワッと滲んでし

物宝たっらもらか母、どけいないてっなはに」声「。たしまいま
の言葉です。そんな宝物をもらったのに何も恩返し、親孝行で
きないまま亡くしてしまいました・・・。その母への思いも込め
て、地域の「お母ちゃん」たちに感謝しつつ心から応援さ
せていただきます。

　今月号の特集は3月8日の国際女性デーにちなみ「地域を
支える淀川区のお母ちゃん」を取り上げるということで、私も
母にまつわる思い出を。
　大学3回生になった5月、大阪市大スキー部だった私は富
山県立山の雷鳥沢に春スキー合宿に入っていました。雪渓で
練習して、翌日は合宿最終日という夜に大阪の兄から電話。
心臓が悪かった母が緊急入院したのだが一時心臓が止まり、

世てしかしも、てっれそ・・・・・「。すでのう言とたっま止も吸呼
間一般では、死んだって言わへんか？」
　不謹慎と思われるかも知れませんが、その時は本当にそう
兄に確認したのです。何とか持ち直したとのことですが夜中
には何もできません。翌朝、逸る思いを抱えながら大阪に戻り
寝屋川市の病院に駆けつけました。ベッドの母は私に気付い

母に捧げるバラード

やま  もと ま さ  ひろ

淀川区長　山本 正広
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