
中央図書館自動車文庫  6539-3305
停車場所 日時

三津屋公園
（三津屋南2-20）

8/16（金）
10：20～11：00

市営木川第一住宅6号棟前
集会所前（三国本町1-13）

8/19（月）
14：00～15：00

8/27（火）
14：00～15：20

移動図書館

アーベイン東三国5号館横
（東三国2-10）

8/3（土）・9/7（土）
10：20～11：50

淀川区子ども・子育てプラザ
（新高1-11）

8/6（火）・9/3（火）
11：25～12：10

三国小学校南門
（三国本町３-９）

8/20（火）
14：15～15：15

加島南第4住宅北側入口
（加島1-30）

8/2（金）・9/6（金）
14:10～14:4０

西中島小学校南門
（西中島7-14）

8/19（月）
14：3０～15：3０

淀川区役所西側
（十三東２-３）

8/9（金）
14：00～14：45

北中島小学校南門
（宮原5-3）

8/21（水）
13：25～15：00

十八条北モータープール前
（十八条1-13）

〈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　
生活自立相談は…区役所3階　 その他は…区役所4階相談室

相談日 時間・受付など 問合せ先
相談無料コーナー相談相談

8月
巡回日

English FestivalEnglish Festival

９：００～１２：３０
区役所６階会議室
区内在住の小学校３年生から中学校３年生まで

第２部でみんなに発表をしよう！
発表までネイティブ講師が丁寧にサポートします！
２０名（申込多数抽選）
8月7日（水）までに
ホームページから
申込みください。

１４：００～１７：３０（開場１３:３０～）
区役所５階会議室（特設会場）
区内在住小中学生（保護者の見学OK）
　　　　　　　　　　　（14：00～）
講師の出身地などをみんなで当てよう！
　　　　  （14：20～）
第１部でがんばったみんなの発表を聞こう！
　　　　　　　　　  （14：50～）
クラフト作りや体を動かしながら英語を学ぼう！
ブースは全部で７つあるよ！
　　　　　　　　　　　（17：20～）
みんなで歌って盛り上がろう！
※やむを得ず時間・内容を変更する場合があります。

株式会社シェーンコーポレーション（委託事業者）　 03-6756-0043（平日10:00～18:00）
市民協働課（教育支援）4階41番　 ６308-9415担 当

申込・定員

申込・定員

詳細や申込み
方法はこちら 

参加費無料 英語初心者大歓迎今年はさらにパワーアップ！

今年は２部制。英語を楽しみたい子もじっくり学んでみたい子も、きっと満足できる１日だよ。
今年は夏祭りをテーマに、英語や外国の文化に触れてみよう。

8月25日 開催！
※荒天等による中止の場合９月１日（日）同内容にて開催予定

法律相談

行政書士
相談

不動産相談

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

8/5・9/2（月）

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

生活自立相談

人権相談 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・祝は～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

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

8/7(水)・21(水)・
27(火)・9/4(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。

※８月は第2火曜の開催は
　ございません。

9:00～17:30
就業や自立支援等
面談、電話またはメール

月～金曜日
（祝日、年末年始を除く）

生活自立相談窓口
6195-7851　
6195-7852

　 yjiritsushien@lime.ocn.ne.jp

花と緑の相談 14:00～15:30 9/11（水）
※8月はお休みします。

十三公園事務所 
6309-0008

▶▶

当日自由にお越しください！

申込み不要！
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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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今月の巻頭特集は区役所に職場体
験に来てくれた新北野中学校の生徒
さん達と一緒に編集しました。インタ
ビューや写真撮影からはじまり、記事
タイトルの決定に本文の作成まです
べての工程を全力で取り組んでくれ
た北中生たち！彼女たちの自信作を
お楽しみください。（広報担当：岡田）

▲面白い記事を作るため
の編集会議の様子。みんな
真剣です！

編 集 後 記

淀 川 通 信
6月3日（月）
株式会社ジェイコムウエスト大阪セ
ントラル局との間で「連携協力に関
する協定」を締結しました。相互協力
することで、区民の皆さんへの情報
発信の強化に努めてまいります。

6月11・12日（火・水）
新北野中学生が区役所で職場体験！
広報以外にも、地域の振り込め詐欺
防止講習会のお手伝いや、生涯学習
ルームのマスコットキャラクターを
使ったアイテムを作ってくれました！

山本区長と市來局長。
ガッチリと握手！
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第2話「詐欺に騙されるな！の巻」

『西三国地域食事サービス』では特殊詐欺防止啓発としてミニ
コントをさせていただき僕達も非常に勉強になりました！
僕こーぞーは先日、生まれて初めて母親に誕生日祝いの電話

をしたところ新手の詐欺かと疑われ悲しい思いをしました！（笑）
でも、母親の用心深さに安心しました。皆さまも疑う気持ちは
常に持ちましょう！！

▲淀川区民のみなさま、
ダマされたらアカンで！

▼ご高齢の方からお子さままで集まって、
世代を超えて盛り上がりました！

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

夏休み！健康＆食育フェスタ2019 参加費無料
予約不要

市内在住の18歳以上の方
無料
10：30～12：30
区役所2階 集団検診室
6308-9882まで。

骨量検査 予約要

みんなおいでよ!みんなおいでよ!
大腸がんクイズラリーへのご参加で

先着１００名様

粗品進呈

保健福祉課（健康づくり）2階22番　a6308-9882

こどもも大人も 健康・おいしく食育
8月23日（金）１１：００～１５：００（最終受付１４：３０）
区役所１階区民ギャラリー・2階健診スペース
淀川区保健福祉センター
淀川区すこやか推進委員会
淀川区食育推進ネットワーク
大阪市すこやかパートナー

西三国地域食事サ
ービス

第19回地域ふれあいコンサート

いちき

おやこで作ろうおやつクッキング
食事バランス診断（SATシステム）
血管年齢測定　 握力測定
アルコールパッチテスト　 結核健診
淀川の淡水魚（移動水族館&水のお話）
健康づくり情報（展示）
食育の図書展示＆読み聞かせ　ほか

自分で作って！いただきます！今回はぎょうざの皮を使った簡単アップルパイを予定！

おやこで作ろうおやつクッキング！！

色々な展示やゲー
ムを

用意しているよ！

他にも楽しみいっぱ
い！！

楽しくてために
なる

　　　　　内容
もりだくさん！

！
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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
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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

公園をきれいに使おう！
暑い夏！ラジオ体操や朝の散歩など、涼しい時間の「ちょっとしたお出かけ先」として、
公園はちょうど良い行先ではないでしょうか？
その公園を皆さんが気持ち良く使えるように日々清掃をされているのが公園愛護会
をはじめとした地域の方々です！

「自分たちの公園を自分たちできれいにしよう！」と地域の方々が頑張っています。
いつでもきれいな公園で遊べるように、一度清掃に参加してみませんか？

地域活動
協議会とは？
こちらへ➡

雑草や落ち葉の多い季節
は大変だけど、やりがい
がありますね！

地域の子どもたちと
一緒に掃除ができて
楽しかった♪

「ご苦労様です」と
声をかけられて
うれしかった

きれいになった公園を
見るとうれしい!!

やま  もと ま さ  ひろ

淀川区長　山本 正広

で大人気。全国を飛び回っておられますが、当日も児童虐
待防止について熱く語っていただきました。
　「最初から虐待してやろうと考えてるお母さんなんて絶
対にいてない。でも子育てって本当に大変なんです。2時間
おきに泣かれて寝られへん日が何日も続いて、誰も助けて
くれへんかったら、ほんまおかしくなってしまう。
　そんな時、近所の人が『大変やろ？』と声かけてくれたら、
あ、認められたって、お母さんは気持ちが救われると思うん
です。あいさつってとても大事やと思います。」
　「重大な児童虐待ゼロへ」は大阪市の最重要施策の一
つ。地域の絆で児童虐待をなくしましょう。
　くわばたさんに無理を言ってサイン色紙を1枚いただい
たので、ご希望の方は下記までお申し込みください。

　これまで避難勧告と避難指示では、どちらが緊急性が高
いのか分かりにくいという点が問題とされてきました。今年
から大阪市では水害時の避難情報の伝え方が変わります。
とにかく警戒レベル「4」は「全員」避難！これをまずしっかりと
覚えてください。そして、その前の警戒レベル「3」で、高齢者等
避難に時間がかかる人は避難開始です。今月号の9Ｐにも避
難情報の記事が載っていますが、私からも是非区民の皆さ
んに周知徹底していただくようお願いします。もう一度言い
ます。レベル「4」で「全員」！「3」で「高齢者等」が避難です。
　さて、6月22日に三国小学校創立90周年記念式典が開
催され、式典後に三国小学校の卒業生で、人気漫才コンビ
「クワバタオハラ」の「くわばたりえ」さんによる記念講演会
が開催されました。くわばたさんは子育て世代への講演会

　三国小学校創立90周年記念式典では同校卒業生
の「くわばたりえ」さんによる講演会が行われました。
　直筆サイン色紙を1枚いただきましたので読者の
方へプレゼントします。

ハガキに「サイン色紙希望」とお書きいただき、
住所・氏名を記入の上、
〒532-8501 淀川区十三東2-3-3
淀川区役所政策企画課広報担当まで。
（8月20日（火）消印有効）
※当選発表は商品の発送をもって代えさせて
いただきます。

警戒レベル「４」は「全員」避難！

「くわばたりえ」さん
直筆サイン色紙プレゼント！

法
方
募
応

▼自分たちの公園は
自分たちできれいに！
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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
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