
中央図書館自動車文庫  6539-3305
停車場所 日時

三国小学校南門
（三国本町３-９）

1/21（火）
14：15～15：15

淀川区役所西側
（十三東２-３）

1/17（金）
14：00～14：45

1/28（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）

1/7（火）・2/4（火）
11：25～12：10

加島南第4住宅北側入口
（加島1-30）

1/10（金）・2/7（金）
14:10～14:4０

三津屋公園
（三津屋南2-20）

1/24（金）
10：20～11：00

十八条北モータープール前
（十八条1-13）

1/11（土）・2/1（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）

1/15（水）
14：00～15：00

西中島小学校南門
（西中島7-14）

1/15（水）
14：3０～15：3０

北中島小学校南門
（宮原5-3）

1/29（水）
13：25～15：00

淀川区子ども・子育てプラザ
（新高1-11）

1月
巡回日

市民協働課（教育支援）４階41番　 6308-9415

〈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

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

1/20・2/3（月）

月～金曜日
（祝日を除く）

毎月第4月曜日
（祝日を除く）

1/17（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）

大阪府宅地建物取引
業協会（新大阪支部）
6303-0676

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

1/14(火)・15(水)・
28(火)・2/5(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 十三公園事務所 
6309-0008

2/12（水）

絵本の数だけ入り口がいっぱい
絵本展「ものがたりのちから」

これまでたくさんの笑顔、夢、希望をつないできた「ものがたりのちから」も記念すべき１０回目。
今回は、小さなお子様も参加できる、絵本を取り札にした「絵本カルタ」を行います。ぜひお越しください。

絵本が大集合！

楽しい絵本展
絵本が取り札！

絵本カルタ
ボランティアによる

舞台発表

第　   回１０

１月２６日（日）１２：３０～１６：００（開場１２：００）
区役所５階 会議室
講演会、ボランティアや小中学生による読み語り、紙芝居、
パネルシアター、むかし話、英語絵本、絵本カルタなど
どなたでも（講演会のみ区民限定）
小さなお子様も参加できます。お気軽にお越しください。
絵本展「ものがたりのちから」実行委員会

※1月の開催は３回です。

※1月はお休みです。

入場無料事前申込不要

１２:４０～１３：４０
絵本作家　長谷川義史さん

イス席は１２：００より区役所１階で整理券を
配布します。（配布場所は当日掲示します）
イス席は限りがあるため、立ち見となる場
合があります。

絵本の数だけ入り口がいっぱい

区民限定 手話通訳あり講演会

は　せ　がわ よし ふみ
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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）　 https://www.osaka-city-callcenter.jp/

政策企画課
6308-9683　 6885-0534
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「よしもと漫才劇場にお笑いを見にいこーぞーの巻」

　あけましておめでとうございます！職人のこーぞーです！
　この度、僕たち職人はよしもと漫才劇場の劇場メンバーにな
ることができました！よしもと漫才劇場というのは、なんばグラ
ンド花月の向かい側にある若手芸人の劇場です！とはいえ、やっ
とプロとして認められたというようなもので、これからが本当の
勝負なのです！淀川区の皆さまも職人が劇場で漫才してる姿を
ぜひ見に来てください！！

　令和2年2月号より「よどマガ！
変わります。
　これまで市内24区の広報誌で「よどマガ！」の
み広告掲載を行っていませんでしたが、財源確
保と紙面の充実を図るため広告の掲載を開始
いたします。読者の皆様には、ご理解いただきま
すようお願いいたします。

　区民の皆さんの自主的な活動を応援し、区民活動の広がりを支援するため「区民伝言板」を
開始します。令和2年3月号から掲載しますので、掲載原稿を募集します。

□ 字間を広げ、より読みやすく！
□ 行事カレンダーを設け、
　 より参加しやすく！
□ 「区民伝言板」を設け、
　 より区民活動がしやすく！

1月10日（金）、31日（金）
17:30開演（17:15開場）

よしもと漫才劇場　
中央区難波千日前12-7 
YES･NAMBAビル5F

Kakeru 翔ライブ

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

応援よろしくお願いします！

淀川区広報誌「よどマガ！」
リニューアルのお知らせ

ここが変わる「よどマガ！」

【掲載を希望する皆さんへ】
　「区民伝言板」のコーナーは、文化・スポーツ・ボランティア活動など区民
の文化や福祉の向上を図るため設置するものです。営利目的、公序良俗に
反するものなどは掲載できません。
ここでは、掲載にあたっての基本事項のみを記載しています。申込に
あたっては、「区民伝言板」のホームページをご覧ください。ホームページが
見られない方は、下の申込先までご連絡ください。
申込対象／区内在住・通勤・通学の個人またはそれらの方で構成する団体もしく

は活動の拠点が区内にある団体が、区内の公共施設等で行うもの。
申込方法／詳しい申込方法は「区民伝言板」のホームページをご覧ください。

掲載希望月の前々月の25日までに、当日必着で郵送・メール・
持参のいずれかで申込みください。3月号掲載希望の場合1月
25日が締切となります。（応募多数抽選）

申込先／〒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
6308-9404（電話での申込みはできません）
dengonban@city.osaka.lg.jp

※掲載の申込前に、必ず「区民伝言板」のホームページをご覧ください。

（掲載例）

「区民伝言板」の
ホームページは
こちら▼

区 民 伝 言 板 の募集

〇〇ママさんバレーボール選手募集毎週水曜日／〇〇小学校／女性限定／月会費2,000円△△ 6308-○○○○

〇〇ボランティア会員募集
毎週水曜日／××社会福祉会館／

どなたでも／会費なし
△△ ○○○○@××××

〇〇に関する講演会
3月15日（日）14時／淀川区民セン
ター／どなたでも／会費なし
△△ 6308-○○○○
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「よどマガ！」に広告を掲載してみませんか？
「よどマガ！」では、2月号より広告掲載を予定しています。広告募集業務については公募により入札を行った結果、広告代理店である株式会社ホープで行っています。
広告申込みに関するお問合せは株式会社ホープまでお願いします。　 株式会社ホープ　 092-716-1401
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