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広告の内容に関する一切の責任は広告主に帰属します。広告掲載のお問い合わせは区民企画担当　番窓口（　4302-9683）へ。

平成21年（2009年）8月号8

●区役所にお越しの際は、環境にやさしい公共交通機関をぜひご利用ください。
 （地下鉄「平野」駅⑦号出口西へ約200メートル／市バス・赤バス「平野区役所前」下車すぐ）

市政・区政に関するご意見・ご要望は
区民企画担当　番窓口へ。（   4302-9683　  6703-9999）

「広報ひらの」は毎月15日（休刊日の場合は翌日）に新聞（朝日・毎日・読売・産経・日本経済・大阪日日）朝刊折込でお届けしています。これらの新聞を購読されていない方で配付を
希望される場合は、区民企画担当　番窓口（　4302-9683）へお申込みください。

投票時間は投票時間は
午前午前7時7時から午後から午後8時8時までまで
有権者のみなさん有権者のみなさん
必ず投票しましょう！必ず投票しましょう！

投票時間は投票時間は
午前午前7時7時から午後から午後8時8時までまで
有権者のみなさん有権者のみなさん
必ず投票しましょう！必ず投票しましょう！

投票時間は
午前7時から午後8時まで
有権者のみなさん
必ず投票しましょう！

8月3030日（日（日）は
衆議院議員総選挙衆議院議員総選挙及び及び
最高裁判所裁判官最高裁判所裁判官
国民審査国民審査の投票日投票日ですです

8月3030日（日（日）は
衆議院議員総選挙衆議院議員総選挙及び及び
最高裁判所裁判官最高裁判所裁判官
国民審査国民審査の投票日投票日ですです

8月30日（日）は
衆議院議員総選挙及び
最高裁判所裁判官
国民審査の投票日です

期 間 8月19日（水）～29日（土）

時 間 午前8時30分～午後8時
場 所 平野区役所5階・加美出張所2階

投票日に仕事や旅行など予定のある方は、
期日前・不在者投票をしましょう。

●衆議院議員総選挙

●最高裁判所裁判官国民審査
　8月23日（日）～29日（土）

◆ 人 口 …
◆世帯数…

200,483人（男：95,479人・女：105,004人）
87,244世帯 平成21年6月1日現在（推計）

平野区役所区民企画担当
〒５４７-８５８０ 大阪市平野区背戸口3-8-19
　4302-9683 　6703-9999
http://www.city.osaka.lg.jp/hirano/
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《投票できる方》
住民基本台帳に登録されている方で、平成元年8月31日までに生まれ、平成21年5月17日までに
市内に転入し、届出をされた方です。
すでに、選挙人名簿に登録されている方で、7月21日までに市内で住所変更の届出をされた方は、新

しい住所地で投票ができます。
平成21年5月18日以降、他市町村から転入の届出をされた方は、前住所地の市町村で投票ができま

す。（ただし、前住所地の市町村の選挙人名簿に登録されている必要がありますので確認が必要です。）

問合せ 平野区選挙管理委員会（区役所5階） ☎4302-9626　  6700-0190

市の制度や手続き、イベント情報などの問い合わせは…大阪市総合コールセンター（なにわコール）（8:00～22:00・年中無休） 　 4301-7285  　6644-4894

『互いの違い（文化）を認め合う大切さ』『互いの違い（文化）を認め合う大切さ』『互いの違い（文化）を認め合う大切さ』『互いの違い（文化）を認め合う大切さ』『互いの違い（文化）を認め合う大切さ』
入場無料

　コミュニケーション論を
中心に、自律神経失調症や
パニック障がいなど、ご自
身の体験を交えながら楽し
くお話しいただきます。
※手話通訳有り

ヴァンフォーレ甲府戦のＡホーム自由席に抽選でヴァンフォーレ甲府戦のＡホーム自由席に抽選で
250組500名をご招待します！250組500名をご招待します！
ヴァンフォーレ甲府戦のＡホーム自由席に抽選で
250組500名をご招待します！

問合せ 人権生涯学習担当○22 番窓口  ☎4302-9801

日 時 9月6日（日）
午後6時キックオフ

場 所 長居スタジアム
（東住吉区長居公園1-1 長居公園内）

問合せ セレッソ大阪チケットセンター  ☎6609-3750
締切日 8月25日（火）必着

申込み ❶往復ハガキ
郵便番号・住所・氏名・生年月日・電話番号を記入し、
〒546-0034 東住吉区長居公園1-1 長居球技場内 
セレッソ大阪チケットセンター「平野区民セレッソ大阪
応援企画」係へ。
❷携帯電話
c@posh.jpに空メールを送信し、返信されて
くるアンケートフォームに必要事項を入力。

定 員 380名（当日先着順）

日 時 9月19日（土） 午後2時開演（午後1時30分開場）
※申込み不要（当日直接お越しください。）

場 所 クレオ大阪南（喜連西6-2-33）
※車での来場はご遠慮ください。

講 師 立原 啓裕さん
（タレント・大阪芸術大学グループ客員教授）

たちはら けいすけ

MF 8 香川真司 選手MF 8 香川真司 選手
かがわかがわ しんじしんじミッドフィルダーミッドフィルダー

MF 8 香川真司 選手
かがわ しんじミッドフィルダー

日 時 9月10日（木）午前10時～12時
場 所 コミュニティプラザ平野（区民センター 長吉出戸5-3-58）コミュニティプラザ平野（区民センター 長吉出戸5-3-58）コミュニティプラザ平野（区民センター 長吉出戸5-3-58）
対象・定員 2～5歳のこどもと保護者30組（申込み多数の場合抽選）
料 金 1組300円（こども1人増につき100円）※事前振込
主 催 NPO法人 日本ヒーリング協会
申込み ハガキ・Fax・Eメールに講座名・住所・電話番号・氏名・年齢（親子と

も）を記入し、〒547-8580 区役所人権生涯学習担当へ。8月21日
（金）必着。 　4302-9880　　hiranomanabi@city.osaka.lg.jp

申込み ハガキ・Fax・Eメールに講座名・住所・電話番号・氏名・年齢（親子と
も）を記入し〒540-0028 中央区常磐町1-2-12 オークニ谷町ビ
ル地下１階「ＮＰＯ法人ＭＹフィットネス道『谷町スタジオ』」へ。8月28
日（金）必着。  　6210-5802　　info@my-fitnessdo.com

❶親子でリトミック！音楽と遊ぼう　秋

日 時 9月12日（土）午前10時～12時
場 所 もと平野青少年会館（平野市町3-2-12）
対象・定員 幼児と保護者15組30名（申込み多数の場合抽選）
料 金 30円（保険代）

申込み ハガキ・Fax・Eメールに講座名・住所・電話番号・氏名・年齢・同伴の
こどもの有無（年齢）・一時保育希望の有無を記入し、〒547-0045 
平野上町2-5-22 平野連合会館別館2階「親子応援団ぷらっと」へ、
または電話・来館。8月24日（月）必着。
　6484-7308　　pulatto@cosmos.ocn.ne.jp

主 催 ＮＰＯ法人 ＭＹフィットネス道

料 金 1,000円 主 催 親子応援団ぷらっと

❹親子でボールで遊ぼう

日 時 9月5日（土）午前10時～12時
場 所 平野区民ホール（平野南1-2-7）
定 員 200名（当日先着順）※一時保育有り（先着10名、要事前申込み）
主 催 ＮＰＯ法人 国民の暮らしを考える会　Ｋｌａｌａ

クララ

①②問合せ 人権生涯学習担当○22 番窓口　☎4302-9801 問合せ ＮＰＯ法人 ＭＹフィットネス道　☎6210-5800

問合せ 親子応援団ぷらっと　☎6484-7308

❷発達障がいを支援する　～環境とサポートで「個性」に変える～
　発達のかたよりを「個性」としてとらえるためにはどのような環境づくりが
必要であるか、わかりやすく勉強する講座です。

無料

日 時 9月4日～25日　毎週金曜日 午前10時30分～12時
場 所 コミュニティプラザ平野（区民センター 長吉出戸5-3-58）
対象・定員 子育て中の方15名（申込み多数の場合抽選）※一時保育有り

❸お母さんのチャレンジクラブ　写真クラブ
　子育てライフを楽しくするための、アルバム作りのノウハウを学びます。

～地域青色防犯パトロールカー活躍中！！～
　今年度より、平野区が安全対策推進モデル区に選定されたことを受けて、7月から
喜連東･長吉出戸･加美南部･長吉六反東の各連合町会に、青色防犯パトロールカー
が配備され、街頭犯罪を減らすべく活躍しています。また、10月には新たに7地区に
配備予定です。今後とも区役所・警察が一体となって、防犯体制を強化していきます。
★Ｃ・Ａ・Ｔの業務はおもにこどもの安全確保です。他に防犯啓発活動など
　の業務にも取り組んでいます。詳しくはお問い合わせください。
問合せ 区民企画担当○21 番窓口　☎4302-9979

　自動車の車内に置いている現金や貴重品を盗む車上ねらいやナンバー
プレート・カーナビを盗む部品ねらいの被害が多発しています。
被害を防止するには・・・
・車を離れるときはエンジンキーを抜き、ドアをロックする
・車内には現金・貴重品、バッグや服などを置かない
・車に盗難防止器具を取り付ける
問合せ 平野警察署　☎6794-1234

　犯罪による被害の未然防止などについて、気軽にご相談ください。
安心の相談ダイヤル（府警本部）･･･☎＃９１１０（２４時間受付）
平野警察署 広聴相談係･･･☎６７９４-１２３４㈹（午前９時～午後５時３０分受付）

《９月１１日（金）は全国一斉「警察相談の日」です》
問合せ 平野警察署　☎6794-1234問合せ 平野区民ホール　☎6790-4000

問合せ 建設局東南工営所　
☎6705-0102

日 時 8月23日（日）
午前10時～12時、午後1時～3時

場 所 平野消防署（平野南1-2-9）
問合せ 平野消防署　☎6790-0119

問合せ 区民企画担当○21 番窓口　☎4302-9804

問合せ 区民企画担当○21番窓口　☎4302-9734

●展示中　　～8/19（水）
● 8/20（木）～9/ 2（水）
● 9/ 3（木）～9/17（木）

……ダンボールクラフト展　平野区人材バンク
……四季のはがき絵作品展　陽溜まりの詩
……書道作品展　新平野西地区ネットワーク委員会

区 役 所 1 階

区民まつりで出発式が行われました！！区民まつりで出発式が行われました！！区民まつりで出発式が行われました！！

　実際に動いているはしご車の見学や、消防士の
防火服を着たりレスキュー隊体験ができます。
　ご家族みなさんでぜひお越しください！

市民共済「火災・交通災害」の出張受付市民共済「火災・交通災害」の出張受付市民共済「火災・交通災害」の出張受付市民共済「火災・交通災害」の出張受付市民共済「火災・交通災害」の出張受付
　万一の火災や交通事故に備え、わずかな掛金で大きな保障の市民共済にぜひ
ご加入ください。9月はみなさんのお近くの小学校や会館で申込みの受付をします。
※区役所区民企画担当○21番窓口では常時受付しています。

　対象の方に、大阪市の子宮（頚部）がん検診・乳がん検診の検診費用が無料とな
るがん検診クーポン券・検診手帳・受診案内を８月中にお送りします。（申請の手続
きは不要です。）

制度の内容やクーポン券が届かないなど、詳しくはお問い合わせください。
女性特有のがん検診推進事業専用電話

　☎6208-8250　  6202-6967
問合せ 保健福祉担当○32番窓口　☎4302-9882

法律の規定上「平成20年4月１日～平成21年３月３１日までの間に各対象年齢に達した
方」になります。

20歳 昭和63年4月2日～　　　
　　　平成元年4月１日

25歳 昭和58年4月2日～　　　
　　　昭和59年4月1日

30歳 昭和53年4月2日～　　　
　　　昭和54年4月1日

35歳 昭和48年4月2日～　　　
　　　昭和49年4月1日

40歳 昭和43年4月2日～　　　
　　　昭和44年4月1日

40歳 昭和43年4月2日～　　　
　　　昭和44年4月1日

45歳 昭和38年4月2日～　　　
　　　昭和39年4月1日

50歳 昭和33年4月2日～　　　
　　　昭和34年4月1日

55歳 昭和28年4月2日～　　　
　　　昭和29年4月1日

60歳 昭和23年4月2日～　　　
　　　昭和24年4月1日

子宮（頚部）がん検診

【対象】平成２１年６月３０日現在大阪市民で次の生年月日に該当される女性の方

乳がん検診

9/2（水） 平野小学校・平野南小学校 平野西会館・喜連東小学校
日程 時間 午前10時30分～12時30分 午後2時～4時

9/3（木） 加美小学校・長原小学校 加美北小学校・川辺会館

9/4（金） 長吉出戸小学校・加美南部小学校 長吉東小学校・加美東小学校

9/7（月） 喜連小学校・長吉南小学校 府営瓜破住宅集会所・長吉六反小学校

9/8（火） 長吉小学校・瓜破西小学校 瓜破東小学校・さざなみ会館

9/9（水） 喜連西小学校 喜連北小学校

●申込み受付の日時と場所

8月3030日（日）～日（日）～9月5日（土）は日（土）は
防災週間防災週間です！！です！！

8月3030日（日）～日（日）～9月5日（土）は日（土）は
防災週間防災週間です！！です！！

8月30日（日）～9月5日（土）は
防災週間です！！

避難場所の確認や身のまわりの点検など、日頃から災害に備えましょう。避難場所の確認や身のまわりの点検など、日頃から災害に備えましょう。避難場所の確認や身のまわりの点検など、日頃から災害に備えましょう。

　災害非常時に警報や避難指示をお知らせするために
小中学校などに設置されています。
　8月26日（水）午前10時30分ごろに試験放送する
予定です。

◆「同報無線」を確認しましょう

　交差する鉄道や道路などの下を通過
するためのアンダーパスにある道路冠
水表示板に道路情報が点灯（赤色灯が
点灯）されている場合は、被害防止の
ため、通行せず迂回するなど危険を回
避していただくようご協力をお願いし
ます。また、道路冠水を発見された場
合はご連絡をお願いします。

平野区の花
わた

冠
水
注
意

冠
水
注
意

冠
水
注
意

平野区
マスコットキャラクター
「ひらちゃん」




