
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）

9/20（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）

9/11（水）
14：00～15：00

9/24（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）

9/7（土）・10/5（土）
10：20～11：50

淀川区子ども・子育てプラザ
（新高1-11）

9/3（火）・10/1（火）
11：25～12：10

三国小学校南門
（三国本町３-９）

9/17（火）
14：15～15：15

加島南第4住宅北側入口
（加島1-30）

9/6（金）・10/4（金）
14:10～14:4０

西中島小学校南門
（西中島7-14）

9/11（水）
14：3０～15：3０

淀川区役所西側
（十三東２-３）

9/13（金）
14：00～14：45

北中島小学校南門
（宮原5-3）

9/25（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

9月
巡回日

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
※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）
6643-9903

9:00～17:30
面談または電話

9/2・10/7（月）

月～金曜日
（祝日を除く）

毎月第4月曜日
（祝日を除く）

10/18（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

9/4(水)・10(火)・
18(水)・24(火)、
10/2(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。

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・10/9(水) 十三公園事務所 
6309-0008

令和元年度警防技術練成会令和元年度警防技術練成会
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最優秀獲得最優秀獲得

４分12秒減点なし！４分12秒減点なし！

昭和５４年以
来40年ぶり

昭和５４年以
来40年ぶり

　６月３日（月）に実施された警防技術
練成会にて、淀川消防署が最優秀と
なりました。
　警防技術練成会とは指揮隊１隊、消
火隊２隊から成る中隊での消火隊の
活動能力の向上を目的として、市内
25消防署の代表が出場して最優秀を
争います。
　出場選手は、安全、確実、迅速に日
頃の訓練の成果を存分に発揮し、最
高のパフォーマンスで減点なし。
　タイムは４分12秒、最優秀を獲得
することができました。
　最優秀署である淀川消防署は、11
月に大阪府下の警防技術練成会に大
阪市消防局の代表として出場します。
　また、来年の１月５日の消防出初式
にも出場します。
　これからもよろしくお願いいたします。
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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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今年も淀川区民まつりが開催されます。たくさんのご来場を
お待ちしています。我々淀川区役所広報担当もカメラを持っ

よ「、でのすまき行に材取て
どマガ！に載りたい！」とご
希望の方は気軽にお声か
けください。来年のよどマ
ガ！に掲載されるかも？
（広報担当：松本）

編 集 後 記

第3話「なにごとも健康第一！の巻」

淀川区住みます芸人職人職人 奮闘記の

楽しめるミュージック・ケア
参加費無料

あわたんず
保育所や子育て支援センター、児童発達支援、
高齢者デイサービスなどで、ミュージック・ケ
アを実践して活動しています。

10月3日（木）
区役所２階 集団検診室
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 2０組程度（申込先着順）
９月9日（月）より電話にて受付。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　 ６３０８-９９３９

だれでも

①ハイハイ組　１０:００～１０:４0
②トコトコ組　１１:００～１１:４５

いつでもどこでも

淀川消防署からのお知らせです！
●突然の病気やけがで困ったときは
　「救急安心センターおおさか」に相談を！
救急車を呼んだほうがいい？病院に行った方がいい？
突然の病気やケガで困ったときは、電話＃7119 または 6582-7119へ
電話してください。
市民からの救急医療相談を看護師、相談員が医師の支援体制のもと、
24時間・365日対応。相談の結果、緊急性がある場合は、直ちに救急車が
出場します。

●命を救うサポートツール！「救命サポートアプリ」
救急事案に遭遇したとき、ためらわずに応急手当が
行えるようにサポートする「救命サポートアプリ」をリ
リースしています。アプリを起動するとすぐに映像と
文字や音声でわかりやすく応急手当の手順を説明。
命を救うサポートツールとしてご活用ください！

淀川消防署　 6308-0119

こんにちは！職人のこーぞーです！
淀川区役所では特定健診、

がん検診、結核健診、骨粗しょ
う症検診、歯科健康相談など
様々な検診を受けることが
でき、僕達は啓発活動をさせ
ていただきました！
ちなみにですが、実は僕の

お父さんは歯医者さんです。
せっかくなので最後に歯医者の息子あるあるを言いたいと
思います！ 『歯医者の息子 反抗期のとき 歯を磨かない！！』

▲区役所では色々な健診を行ってい
ます。みなさん健診を受けましょう！

健康づくりのお手伝い！

iOS
版は
こちら

Android
版は
こちら

▲目印はこのカードケースです！
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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

子どもたちも頑張ってます!!

まだまだ暑いですが、夏休みも終わり、そろそろ子どもさんたちも学校へ
と気持ちが切り替わってきた頃でしょうか？
子どもさんが直接地域で活動する場として、淀川区には「淀川区子供会

連合協議会」があり、毎年各種スポーツ大会や敬老会での演技披露、たこあげ
大会など、様々なイベントにたくさんの子どもたちが参加しています。
そして、今月は何と言っても区民まつりがありますね！今年もこどもみこし

パレードが楽しみです！各地域で子どもたちが手作りしたみこしやだんじり
も見ごたえ抜群ですよ。
こうした子供会のイベントでは、地域の皆さんのたくさんの支えもあって、
いつも子どもたちの笑顔でいっぱい！地域の未来を支える子どもたちの
笑顔は大切にしたいですよね。
子供会のイベントを通じて成長する子どもたちを見守りながら、地域の
未来をもっと明るくしてみませんか？

優勝は田川連合！一人ひとりの
技術が光っていました！

の
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！

優勝は宮原連合！抜群の
チームワークで2連覇達成！

やま  もと ま さ  ひろ

淀川区長　山本 正広

「淀川区防災ＬＩＮＥ」でつながろう！
9月のお楽しみといえば何といっても「区民まつり」！私が

就任した平成29年度の時はあいにくの雨だったので、昨年
の野中南公園でのこどもみこしパレードや民踊総おどりは
壮観で感動ものでした。今年は9月21日（土）です。晴れると
いいですね！
さて、9月は台風シーズンでもあります。区民の皆さんにぜひ
入っていただきたいのが今月号の３ページで紹介している
「淀川区防災LINE」。
区役所のＬＩＮＥ（ライン）だからお説教臭いような啓発文や
興味のないイベントのお知らせなんかがいっぱい送られてくる
んじゃないの？とご心配のあなた！「淀川区防災ＬＩＮＥ」は、そ
のようなものではありません。いや、参加者同士でいろいろ書き

○○「。んせまりあもでのもなうよるが上り盛といわいわ、み込

時から○○小学校で避難所を開設します」といった、本当に重
要な災害情報だけを区役所からご登録いただいた区民の方
に直接お伝えするための専用LINEです。
防災情報無線による放送は聞き
取りにくいことがある。災害時に電
話はつながりにくいことがある。で
すが、そんな時でもLINEはつなが
りやすい。災害時には情報の有無が
生死を分けることもあります。LINE
なんかやったことない、という方も
お友達に聞いていただくなどして、
どうか「お守り」代わりに登録してい
ただくようお願いいたします！ ▲是非、友だち登録を

お願いします。
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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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