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「広報ひらの」は再生紙を使用しています。「広報ひらの」は平野区ホームページ（http://www.city.osaka.lg.jp/hirano/）でもご覧いただけます。また、音声でもお聞きいただけます。（区役所1階区民情報コーナー）

第1子、第2子は1人につき（3歳未満）月額10,000円
　　　　　　　　　　　 （3歳以上）月額 5,000円
第3子以降は1人につき　　　　　　月額10,000円

3人世帯2人世帯1人世帯

216万円168万円120万円

場　所
瓜破東第三住宅集会所前
（瓜破東2-3）
長吉六反第一住宅1号館集会所
（長吉六反1-2）
長吉長原北住宅第一集会所
(長吉長原東1-3)
喜連西老人憩いの家
（喜連西3-3）

瓜破西住宅3棟西側
（瓜破西1-14)

長吉長原住宅集会所
(長吉長原4-3)
喜連東小学校西門
（喜連東2-2）
長吉長原東住宅13号棟駐車場
（長吉長原東2-7）
瓜破東8丁目住宅集会所
（瓜破東8-9）
長吉長原東第四住宅西集会所
（長吉長原東3-9）

場　所 日　時
6/6（土）
10:30～11:50

6/6（土）
13:55～14:50

6/10（水）
10:30～11:10

6/10（水）
13:10～13:50

5/28（木）
13:50～14:30

日　時
5/23（土)
10:30～11:20

6/11（木）
13:00～13:45

6/11（木）
10:30～11:15

5/23（土）
13:30～14:30

5/28（木）
10:25～11:30

市立中央図書館自動車文庫　　6539-3305　　6539-3336問合せ

日 程 申 込 方 法 問 合 せ

法律相談
5/21（木）・28（木）
6/4（木）・11（木）
18（木）・25（木）

当日に電話予約受付
（9：00～・先着順）

区民企画担当　番窓口
　　   　4302-9683予約

緑化相談 6/3（水） 当日に窓口で受付
（14：00～16：00）

南部方面公園事務所
　6691-7200

行政相談 5/28（木）
6/25（木）

当日に窓口で受付
（13：00～14：00）

区民企画担当　番窓口
　4302-9683

就労相談
5/18（月）・25（月）

6/1（月）・8（月）・15（月）・
22（月）・29（月）

当日に窓口で受付
（13：00～15：３０）

大阪市地域就労支援センター
　 0120-939-783

6/2（火） 当日に窓口で受付
（12：３０～15：３０）

行政書士
相談

大阪府行政書士会阿倍野支部
　6629-6470

税理士
相談

6/9（火） 当日に窓口で受付
（13：00～15：３０）

近畿税理士会東住吉支部
　6703-1800

※区役所1階で実施。相談は無料。市内在住の方に限ります。

●各種検診のお知らせ（先着順）●各種検診のお知らせ（先着順） ※保健福祉センターは区役所庁舎内です。※保健福祉センターは区役所庁舎内です。●各種検診のお知らせ（先着順） ※保健福祉センターは区役所庁舎内です。

【予約不要】

【予約要】保健福祉センター

保健福祉センター

保健福祉センター

区民ホール

川辺会館

保健福祉センター

保健福祉センター

6/12（金）13:30～14:30

6/12（金）17:30～18:30

7/ 1（水） 9:30～10:30

6/ 9（火） 9:30～11:00

6/18（木）10:30～11:30

7/ 1（水） 9:30～11:00

7/10（金） 9:30～11:00

6/12（金）13:30～15:00

6/ 6（土） 9:30～11:00

6/ 9（火） 9:30～11:00

7/ 5（日） 9:30～11:00

7/10（金） 9:30～11:00 区民ホール

川辺会館

◎子宮がん検診については保健福祉センターでは行っていませんので、市内取扱医療機関で受診し
てください。
※後期高齢者医療被保険者証、高齢受給者証、大阪市老人医療証をお持ちの方、生活保護世帯、市府
民税非課税世帯の方は検診料金が免除されますので証明書を持参してください。
※医療機関でも各種検診を受けることができます。取扱医療機関は保健福祉担当にお問い合わせく
ださい。

申込み・問合せ 電話または直接、保健福祉担当　番窓口　　4302-9882

歯科健康相談（無料）

胃がん（40歳以上40名／500円）　
大腸がん（40歳以上40名／300円）

結核健診（15歳以上／無料）

乳がん超音波（30歳代20名／1,000円）
乳がんマンモグラフィ（40歳以上で大正・
昭和の偶数年生まれ30名／1,500円）
骨量（18歳以上40名／無料）

日時 会場検診内容・対象・料金等 予約

「ひらのすこやか講座」（無料）「ひらのすこやか講座」（無料）

　育児の情報交換をして、ちょっとひと息ついてみませんか？
赤ちゃんと一緒に、ぜひお越しください！

　元気にすこやかな人生を送るために、病気の予防、食事や
こころ・歯の健康等、講義や実技を通じて一緒に学びませんか。 

日程・対象

時 間
場 所
内 容

申込み・問合せ

6/ 9（火）【4月にご出産された方】
7/14（火）【5月にご出産された方】
10:00～11:00
保健福祉センター2階
交流会・育児相談（当日、妊婦教室に参加され
ている妊婦さんとの交流を予定しています）
保健福祉担当　番窓口　　4302-9968

6/29(月)、7/6(月)･10(金)･13(月)・21(火)･
27(月)･31(金)　14：00～16：00
40～64歳の区内在住の方
30名（先着順）
6/19（金）までに電話またはＥメールで住所・氏名
(ふりがな)・年齢・電話番号を記入。
保健福祉担当　番窓口　　4302-9968
Eメール　sukoyaka@city.osaka.lg.jp

日 時

対 象
定 員
申込み

申込み・問合せ

特定健診（大阪市国民健康保険・後期高齢
者医療制度加入の方）
☆受診券と国民健康保険証・後期高齢者
医療被保険者証が必要です
基本的な健診（血液検査等）／無料
詳細な検査（医師の判定による検査）
／600円
肝炎ウイルス検査／1,000円
※その他の医療保険の方は医療保険者
からのお知らせをご確認ください

）（

5/22～6/26 毎週金曜日 10:00～12:00
20名　　  　　　 3,000円（材料費別）

5/27（水）・13:00～14:00・14:30～15:30
6/ 4（木）・13:00～14:00・14:30～15:30
生後6ヶ月半～つかまり立ち前までの乳児と母親
各15組　　   　　      各500円（材料費別）

5/28～8/27（8/13を除く）
第2・4木曜日　10:30～11:30 
１歳半～就学前のこどもと保護
者30組
3,000円（こども１人増につき300円）

5/28、6/11･25、7/23･30
（木）13:30～15:30
30名
3,000円（教材費別）

6/3～9/30（7/22、8/12、9/23を
除く）毎週水曜日13:30～15:30
30名　　 　　　5,000円

6/4（木）10:00～11:30
30組　　 　　　1,500円 
①～⑥料金を添えて来館。

●児童手当は0歳～小学6年生までの児童を養育している方に支給されます。
（ただし、所得制限があります。）
●申請された月の翌月分からの支給となります。
●支給月は6月、10月、2月で、金額は次のとおりです。

※申請手続き等、詳しくはお問い合わせください。
問合せ 保健福祉担当　番窓口　　4302-9857

問合せ 保健福祉担当　番窓口　　4302-9859

ご存じですか？「児童手当」

介護保険料の減免について

　平成21年度から収入制限が緩和されるとともに、医療保険の保険料及び
医療費の自己負担金の控除が廃止されます。
　なお、現在これらの減免を受けている方で更新の手続きが必要な方には、
案内を順次送付しています。

問合せ 経済局商業振興担当　　6208-8967●平成21年度市・府民税が課税される方へ6月上旬に納税通知書を送付します
　特別徴収の方は勤務先を通じてお渡しします

【普通徴収】あべの市税事務所個人市民税担当　　4396-2953
【特別徴収】船場法人市税事務所個人市民税担当　　4705-2932

●軽自動車税の納期限は6月1日（月）です
問合せ あべの市税事務所軽自動車税担当　　4396-2954

市税のことは市税事務所へ

　大阪市では、65歳以上の方（第1号被保険者）に、災害や失業等の減免のほ
か、生活に困窮している方の介護保険料の減免を行っています。
※減免を受けるには申請が必要です。

日時
場所
内容 対象・定員

平野区画整理記念会館平野区画整理記念会館平野区画整理記念会館
〒546-0012 東住吉区中野2-7-16
　6702-0513 　6702-0519

6/11～7/30（6/25、7/16を除く）毎週木曜日
　【1歳6ヶ月～2歳5ヶ月】10:00～
　【2歳6ヶ月～3歳6ヶ月】11:00～
　　各12組　　 　　　3,000円
6/4（木）

6/11～25　毎週木曜日　13:30～15:30
20名　 　　　　500円
6/4（木）

6/19（金）13:30～15:00
50名　　　　　 6/17（水）

6/26（金）11:00～13:00
エビ天マヨネーズあえ  他
12名　　　　　 1,000円
6/19（金）
①～④往復ハガキに講座名・住所・氏名・
電話番号を記入、または来館。【③のみ電
話、Faxでも申込み可】各締切日必着。

定員

料金

締切日

定員
締切日

日時

料金定員
締切日

日時
内容

定員 締切日
日時

申込み

①親子リトミック講座

②編んでみよう！布ぞうり

③年金のお話Part2

④手軽にできる我が家の一品

平野人権文化センター平野人権文化センター平野人権文化センター
〒547-0042　平野市町3-8-22
　6792-2007 　6792-5743

6/28（日）12:30～15:00　※雨天決行
地下鉄谷町線平野駅
脊戸口町、西脇組のだんじりを
実際に見ながら、おもに彫り物に
ついて説明を受けます
30名
ハガキかＦａｘに講座名・住所・氏
名・電話番号を記入、または電話・
来庁。6/15（月）必着。
平野区生涯学習企画検討委員会

定員

主催

日時

6/5（金）13:30～15:30
80名
5/29（金）9:15より整理券配布。

7/5（日）10:00～17:00
110名
往復ハガキに曲（歌手）名（第2希望まで）・住所・
氏名・年齢・電話番号を記入。6/19（金）必着。

日時
定員
申込み

日時
定員
申込み

集合場所
内容

申込み

①区民協働企画講座
　「平野郷の夏まつりを楽しもう
　～実物のだんじりをとことん拝見～」

区役所人権生涯学習担当区役所人権生涯学習担当区役所人権生涯学習担当
〒547-8580　人権生涯学習担当
　4302-9801 　4302-9880

①教養講座 古墳の被葬者を考える
　～大阪に被葬者名がわかる古墳があるか～

②第21回のど自慢カラオケ大会参加者募集

6/20～7/25（7/4を除く）
毎週土曜日　10:00～12:00
4歳～小学生のこどもと保護者
10組
1回1組（2名）1,000円
料金を添えて来館。

5/26～9/15（7/21、8/11を除く）
毎週火曜日　10:00～11:30 
区内在住・在勤の方60名
5,000円　　　　 5/19（火）

6/3～9/16（7/22を除く）
毎週水曜日　10:00～12:00
区内在住・在勤の方100名
5,000円　　　　 5/27（水）
②③申込日9:30より料金を添え
て来館。
※申込日9:30の時点で定員を
超えた場合抽選

日時

対象・定員

料金
申込み

対象・定員
料金 申込日

申込日

日時

対象・定員
料金
申込み

日時

①親子クッキング

②ダンベルリビング体操講習会

③ヨーガ講習会

コミュニティプラザ平野コミュニティプラザ平野コミュニティプラザ平野
〒547-0011　長吉出戸5-3-58
　6704-1200 　6704-1421

※各施設ではこの他にもさまざまな講座・催しを
　開催しています。
　詳しくは各施設にお問い合せください。

：一時保育有り保 ：抽選抽 ：先着順先
（※いずれも事前に申し込み要）

問合せ

日　時
場　所
定　員

　平野区花と緑のまちづくり推進委員会から区の花「わたの苗」・「花苗」をさ
しあげます。この機会にわたや花を育ててみませんか！

6月2日（火）午前9時30分～
区役所正面玄関前　※雨天の場合は区役所ロビーにて行います。
500名（先着順）

区の花「わたの苗」・「花苗」プレゼント

縦覧対象…ライフ喜連瓜破店
縦覧期間・意見書提出期限…7月13日（月）まで
縦覧場所・意見書提出先…経済局商業振興担当（北区中之島1-3-20 市役所7階）
　　　　　　　　　　　 区役所区民企画担当　番窓口

大規模小売店舗変更届出書が縦覧できます

平野区民ホール平野区民ホール平野区民ホール
〒547-0031 平野南1-2-7

　6790-4000 　6790-4001

問合せ
主催

もっと素敵な社会のために もっと政治に関心を！もっと素敵な社会のために もっと政治に関心を！もっと素敵な社会のために もっと政治に関心を！
平野区選挙管理委員会　平野区明るい選挙推進協議会平野区選挙管理委員会　平野区明るい選挙推進協議会平野区選挙管理委員会　平野区明るい選挙推進協議会

6/10～7/22　第2・4水曜日　
19:00～21:00
30名　　 　　　6,800円
5/31（日）

6/11・18（木）19:00～21:00
女性の方40名
6/2（火）

6/13（土）10:00～13:00
30名
2,000円
6/3（水）

6/17・24（水）14:00～16:00
女性の方30名
6/7（日）

6/17～8/19　第1・3・5水曜日
14:00～15:30
30名　　 　　　6,000円
6/7（日）

6/20～9/19 第3土曜日（8月は
第4土曜日）11:00～13:00
30名　 　　　  7,200円
6/10（水）

6/27、7/4・25（土）
10:30～12:30
30名　　 　　　6,000円
6/17（水）
①～⑦ハガキかＦａｘに講座名・
住所・氏名・年齢・電話番号【②・
④は受講動機も】を記入、または
電話・来館。各締切日消印有効。

日時

対象・定員

締切日

定員

対象・定員

日時

日時

締切日

締切日

締切日

日時

定員

定員

定員

日時

日時

日時

締切日

締切日

締切日
申込み

①実践！職場で役立つ
　コミュニケーション術

②サービス業の女性のためのキャリアアップ
　セミナー～ホスピタリティマインドとは？
　実践力を高めるには～

③スィーツ教室「和風のお菓子」

④ひょっとして更年期？
　～つらさをやわらげ、いきいきと暮ら
　すために～

⑤コミュニケーション書道
　～私の可能性を探る～

⑥世界の料理でヘルシー＆ビューティー
　～さびないからだ作り！
　　めざせアンチエイジング～

⑦ピンチはチャンス！クレーム対応で
　私のファンにする！

抽

抽

抽

抽

抽

抽

抽

抽

抽

抽

先

先

先

抽

無料

定員

保

抽

保

保

無料 保

5/28（木）～6/8（月）（6/2を除く）
9:30～21:00
※日曜・祝休日は17:00まで
指輪・ネックレス・金属工芸等受
講生の作品を展示します

ガラス工芸・陶芸・染色・織物・木工・金工

16歳以上の方　　　     各回8～24名
24,000円（教材費別）
※織物のみ48,000円（教材費別）
5/31（日）必着

無料

保

クレオ大阪南クレオ大阪南クレオ大阪南
〒547-0026　喜連西6-2-33　　6705-1100 　6705-1140

〒547-0012　長吉六反1-8-44　　4302-9210 　4302-9212

クラフトパーククラフトパーククラフトパーク

申込み

日時

内容

内容

定員対象
料金

締切日

①受講生作品展～金工～

無料

無料

②平成21年度第2期（7月～9月）創作教室

※開催日時は内容により異なります。
対象・定員

申込み

日時
場所

6/17(水)10:30～12:00
平野人権文化センター
（平野市町3-8-22）
区内在住おおむね60歳以上の
方20名
200円
電話または来館。

①料理教室

〒547-0042 平野市町3-9-22
　6793-5987 　6793-5988

そよ風センターそよ風センター
（もと 平野老人福祉センター）（もと 平野老人福祉センター）
そよ風センター

（もと 平野老人福祉センター）

料金
先

日時・対象 日時
定員 料金

日時

定員
対象

料金

日時

対象・定員

料金

日時

定員
料金

日時

定員 料金

料金
日時
定員
申込み

無料

無料

問合せ 総合企画担当　番窓口　　4302-9919

抽

抽

①マクラメ（紐むすび手芸）＊お花を作ろう＊

②ベビーマッサージ

③親子ビクス

④女性のための話し方教室

⑤ヨーガ講習会

⑥アロマテラピー
　＊雑菌から肌を守るローションを作ろう＊

抽

先

先

先

先

先
先

平野スポーツセンター平野スポーツセンター平野スポーツセンター
〒547-0031 平野南4-6-1

　6709-1255 　6709-1026

6/5（金）～7/2（木）
ベビースイミング･水泳教室･
アクアビクス・脂肪バイバイ
3歳～大人の方
1,600円～2,800円（施設利用料別）

6/5（金）～7/2（木）
16歳以上の方　　　　 1,600円

日時
内容

対象
料金

日時
対象 料金

①プール水泳教室＆プログラム

②スタジオプログラム（エアロビクス・ステップ）

先

料金 料金

料金

料金

料金

料金

日時 日時
内容

平野図書館平野図書館平野図書館
〒547-0043　平野東1-8-2　　6793-0881 　6791-5038

日時
内容
定員
申込み

6/13（土）14:00～15:00
牛乳パックで作るクルクルハウス
20名
②当日13:00より整理券配布。

②あそび工房

先

無料 無料
6/12（金）10:10～12:00
「故郷」魯迅著

※本は図書館で用意しますので事前に
読んできてください。

①読書会 
ろ じん

　＜対象となる方＞
次の①～⑤のすべてに該当される方
①世帯全員が市町村民税非課税　②他世帯の扶養を受けていない
③活用できる資産を持っていない　④介護保険料を滞納していない
⑤世帯の年収が次の額以下である

　　　　　（以降、世帯員1人増えるごとに48万円を加算）

※年収については介護保険料及び介護サービスの利用者負担を控除できます。

A

B

A B

5/31（日）13:30～15:00
コミュニティプラザ平野（区民センター 長吉出戸5-3-58）
学科テスト・安全走行・実技指導　　　　　小学校高学年の方50名
5/22（金）までにコミュニティプラザ平野または平野区民ホールに電話
または来館。
平野区民ホール（平野南1-2-7）　　6790-4000
平野区子ども会育成連合協議会・平野警察署


