
中央図書館自動車文庫  6539-3305
停車場所 日時

西中島小学校南門
（西中島7-14）

7/10（水）
14：3０～15：3０

淀川区役所西側
（十三東２-３）

7/12（金）
14：00～14：45

7/24（水）
13：25～15：00

移動図書館

北中島小学校南門
（宮原5-3）

7/5（金）・8/2（金）
14:10～14:4０

十八条北モータープール前
（十八条1-13）

7/6（土）・8/3（土）
10：20～11：50

三津屋公園
（三津屋南2-20）

7/19（金）
10：20～11：00

淀川区子ども・子育てプラザ
（新高1-11）

7/2（火）・8/6（火）
11：25～12：10

三国小学校南門
（三国本町3-9）

7/16（火）
14：15～15：15

市営木川第一住宅6号棟前
集会所前（三国本町1-13）

7/10（水）
14：00～15：00

アーベイン東三国5号館横
（東三国2-10）

7/23（火）
14：00～15：20

加島南第4住宅北側入口
（加島1-30）

〈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
※8/9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
土日祝・8/10～15除く

大阪府行政書士会
（淀川支部）
6643-9903

9:00～17:30
面談または電話

14:00～15:30 

7/1・8/5（月）

7/10（水）
※8月はお休みします。

月～金曜日
（祝日を除く）

毎月第4月曜日
（祝日を除く）

8/16（金）

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

10：00～17：00　要事前予約
就業や自立支援・離婚前相談等

毎週火・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

7/3（水）・9（火）・
17（水）・23（火）・
8/7（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。

コーナー相談相談
7月
巡回日

おやこヨガ＆こどもヨガ講師の松下 エメ先生にお越しいただき
ます。
お子さんと一緒に身体を動かして、心も身体もリフレッシュ♪
みなさんで楽しい時間を過ごしましょう。

みんなで楽しく♪おやこヨガ

松下 エメ 先生
「おやこヨガ」の講師として主に公施
設を軸に活動中。2018年より、大阪
市内の小学校へ「こどもヨガ」の出
前講師としても活動開
始。現在は、支援学級
や中学校等へも活動
域を拡げている。

参加費無料
予約要

７月１２日（金）
①ハイハイ組　１０:００～１０:４0
②トコトコ組　１１:００～１１:４５
区役所２階 集団検診室
汗拭きタオル、飲み物（熱中症予防のため、必ずご用意ください）
①ハイハイ組
区内在住のおおむね生後７か月～１歳の乳児とその保護者
②トコトコ組
区内在住のおおむね1歳～2歳児とその保護者

各コース ３０組程度（申込多数抽選 結果は11日（木）にご連絡します。）
☆ご予約は7月10日（水）までに電話にて。
　その際、必要事項（名前、住所、生年月日等）を確認させていただきます。
子育て支援室２階２３番窓口　 ６３０８-９９３９

まつ した
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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　 6885-0534
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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 区役所4階　 6309-5656

子育てサロンに遊びにおいで！

今月の巻頭特集は区内の夏のイベ
ント情報をお届けしました。どの地
域でも参加者の方に楽しんでもらえ
るようにと、ボランティアの方々に
よって入念な準備が進められていま
す。今年は地域のお祭りで夜店を
回ったり、盆踊りを踊ったりして、夏
を満喫しませんか？（広報担当：岡田）

▲町内を駆け巡るだんじり
を見かけると心が弾みます！

編 集 後 記

新東三国子育てサロン 新東三国社会福祉会館 東三国2-22-10 第２土曜日 １０：００～１１：３０
東三国子育てサロン 東三国センター 東三国6-3-14 第３木曜日 １０：００～１１：３０
北中島地区子育てサロン 北中島センター 宮原5-3-13 第３火曜日 １０：００～１１：３０
宮原子育てサロン 宮原地域集会所 三国本町1-12-12 第３土曜日 １０：００～１２：００
西三国あそびば子育てサロン 西三国センター 十八条3-1-65 第３火曜日 １０：００～１１：３０
三国子育てサロンすくすくクラブ 三国センター 西三国3-18-12 第３土曜日 １３：３０～１５：００
新高子育てサロン 新高コミュニティ会館 新高4-15-51 第２月曜日 １０：００～１１：３０
西中島子育てサロン 西中島センター 西中島3-11-11 第２木曜日 １０：００～１２：００
木川ふれあい子育てサロン 木川憩の家 木川西3-3-22 第１・３木曜日 １０：００～１２：００
木川南どんぐりクラブ 木川南社会福祉会館 木川東1-4-9 第１～４火曜日 １０：００～１１：４５
十三子育てのびのびクラブ 十三福祉会館 十三東5-1-23 第１火曜日 １０：００～１１：３０
野中つくしんぼう 野中福祉会館 野中南1-12-13 第２火曜日 １０：００～１２：００
神津子育てわくわく広場 神津福祉会館 十三元今里2-2-45 第３金曜日 １０：００～１１：３０
新北野ハート・ポッポ 新北野福祉会館 新北野2-10-23 第１木曜日 １０：００～１１：３０
塚本子育てサークル 塚本福祉会館 塚本3-5-22 第２火曜日 １０：００～１１：３０
田川ふれあい子育てサロン 田川社会福祉会館 田川2-2-26 第３・５水曜日 １０：００～１１：３０
子育てサロンみつや 三津屋会館 三津屋南2-20-29 第２土曜日 １０：００～１１：３０
かしま子育てサロン 加島・三津屋地区文化センター 加島1-57-20 第３土曜日 １０：００～１２：００

名　称 開催場所 所在地 開催日 開催時間

区内全１８地域に「子育てサロン」があるのをご存知でしょうか？
子育ては頑張りすぎなくても大丈夫！と、地域の方々が身近な相談相手、地域の見守り役として子育て
サロンを運営しています。ぜひ気軽に遊びに来てください！

事前申込
不 要

第1話「打倒夢ちゃんの巻」

淀川通信
5月1日
記念すべき「令和」の始まりに「婚姻
届」を提出された方々を、記念撮影
コーナーや記念カードなどで一緒に
お祝いさせていただきました！
133組の皆様おめでとうございます！

5月23日
淀川区役所と区内中学校で取り組
んできた「淀川漢字名人育成計画」
が評価され、公益財団法人日本漢
字能力検定協会より、漢検『特別賞』
として表彰状と楯をいただきました！

『北中島祭り』『十三きらきら祭り』に2年連続で呼んでいただ
きました！2年連続なのにも関わらず僕たち職人の知名度はほぼ
皆無でした。（笑） 淀川区のゆるキャラ『ゆめちゃん』の方が圧倒
的に人気で悔しかったです！
握手、サイン、記念撮影など何でもOKです！僕たちをイベント

で見かけたらお気軽に声をかけてくださいねー！

◀

 

◀相方が変わっ
たの？そう思っ
たあなたはマニ
アック！（この時
はピンでした！）

5種類のお祝いカードと
令和元年特製写真パネル
でお祝い！

漢字をテーマとした「よど
マガ！1月号」も見ていた
だきました！

▶今回のステー
ジは朝礼台！体育
館でもリヤカー
の上でもどこで
もOK！

十三きらきら祭り

vol.1

北中島祭り

「ゆめキッズ」
最新号は
こちらから

パパもママもおじ
いちゃんもおばあ
ちゃんも、お子さ
んと一緒にのびの
び過ごせます！大
人も子どもも色々
な人とふれあえま
すよ～♪

子育てサロンの詳
細は子育て情報
誌「ゆめキッズ」を
ご覧ください！

淀川区住みます芸人 職人職人
淀川区住みます芸人「　　」が、笑いあり、スベリありの奮闘記と
共に淀川区各地域のイベントをレポートします！

職人

奮闘記の
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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コードをチェック！！➡

広報誌の配布
ご意見・ご感想



今年の夏は投票へ行こう！
Let’s Vote!!

期日前投票・不在者投票
こんな場合はどうしよう？

公示日の翌日から投票日の
前日まで
8：30～20：00（投票日直前
６日間は21：00まで延長）
淀川区役所

※投票日に予定がある方は名簿登録地の
区役所等で期日前投票ができます。

※滞在先での不在者投票の投票場所・時
間は、滞在先の選挙管理委員会にお問
合せください。

詳しくは大阪市ホーム
ページ「投票へ行こう！」
をご覧ください！

今夏、参議院議員通常選挙が行われます。今後の日本の進路を決める
重要な選択の機会です。有権者の皆さん、必ず投票しましょう！

ずっと出張で淀川区で投票ができない方
　➡滞在先の市区町村選挙管理委員会で不在者投票ができます！

※淀川区選挙管理委員会に不在者投票の請求をしてください。
病院や施設に入院・入所している方
　➡指定された施設であれば各施設において不在者投票ができます。
身体に一定の重度障がい等のある方（要介護5、身体障がい1・2級など）
　➡郵便等による不在者投票ができます。

※事前に郵便等投票証明書の交付が必要となります
視覚・聴覚に障がいのある方、病気やけがなどで記入できない方
　➡投票所では点字での投票や、係員が付き添っての代理投票ができます。

※選挙公報点字版または音訳版を郵送しますので問合せ先へ申込みください。
　今後の各種選挙でも送付します。

　➡投票の際に手話通訳が必要な方は、事前に問合せ先へ申込みください。
車いすをご利用の方
➡不自由なく投票いただけるよう、車いす用の投票記載台や段差解消
のためのスロープなどを設置しています。

日程等は
後日お送りします
投票案内状で
ご確認ください

淀川区選挙管理委員会　 6308-9626

投票日に投票に行けない方は期日前投票・不在者投票をしましょう！

教えてセンキョン！

やま  もと ま さ  ひろ

淀川区長　山本 正広

末っ子の迷言集
昨年11月、初孫が生まれたせいか、子ども達の小さい頃のこと

を思い出したりします。私は昔個人でホームページを開いてまし
たが（今でも「中国歴史あら？カルト！」で検索してもらったら出ま
す。）、エッセイのコーナーでいくつか懐かしい記事がありました。
その１ 2階建ての家に住んでいた頃、2階でＴＶを見ながら夕食
を食べようと、ようやく1階から料理を運び終えたところで末っ
子が「お母さん、お茶持って来て!」。嫁さんがつい「もう!何で
もっと早よ言わへんの!」と叱ったら、いったん息を吸い込んだ
末っ子は猛スピードで「お母さん、お茶持って来て!」。そう、思
い切り「速く」言ったのでした。これが山本家「はよゆい」事件。
その２ 末っ子を私が風呂に入れ、嫁さんが外で体を拭いて服
を着せる。ある日、浴室から送り出した後ガラス戸の向こうで
「何でやねん、何でやねん」という声がする。後で聞いたら嫁さ

んが末っ子の脇の下を拭こうと「万歳しなさい」と言ったのを
「漫才しなさい」と聞き間違えたらしい。末っ子に「いきなりそ
んなとこで漫才せえっておかしいと思わへんかったんか？」と
尋ねると「おかしいなと思ったけど、お母さんやったら、ひょっ
としたらゆうかも？って思た」とのことでした。
その３ 蚊にかまれた後、見つけてピシャッと潰した時、血が出た
ら「当然の報いじゃ！」と痛快な気持ちになるけど、血が出なかっ
たら「こいつは無実やったんちゃうか」と冤罪事件でも起こした
気になりませんか？ある日、家族の何人かが蚊にかまれて大騒ぎ
のあげく発見し、見事叩き潰して、手の平の血を見て私が末っ子
に「見てみ。一体、誰の血ぃやろな？」と言ったら「蚊ぁの血」。なる
ほどな。既に所有権は移ってるな、と妙に感心したのでした。
区政に全く関係のない個人的な話ですみませんでした。

7月
号
 N
o.063

編
集
と
発
行
／
淀
川
区
役
所
政
策
企
画
課
　
〒
532-8501 大

阪
市
淀
川
区
十
三
東
2-3-3　

6308-9404（
直
通
）　

6885-0534　
ｈｔｔｐ：//ｗ

ｗ
ｗ
．ｃｉｔｙ

．ｏｓａｋａ
．ｌｇ
．ｊｐ
/ｙｏｄｏｇａｗａ

/

7月号 No.063

16
淀川区役所
フェイスブック

淀川区役所
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淀川区役所
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