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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）

※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）

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
9/5（土）
10:30～11:50

9/5（土）
13:55～14:50

9/2（水）
10:30～11:10

9/2（水）
13:10～13:50

8/27（木）
13:50～14:30

日　時
8/29（土)
10:30～11:20

9/10（木）
13:00～13:45

9/10（木）
10:30～11:15

8/29（土）
13:30～14:30

8/27（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
8/20（木）・27（木）
9/3（木）・10（木）・
17（木）・24（木）

当日に電話予約受付
（9：00～・先着順）

区民企画担当○22番窓口
　　   ☎4302-9683予約

緑化相談 9/2（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 8/27（木）
9/24（木）

当日に窓口で受付
（13：00～14：00）

区民企画担当○22番窓口
☎4302-9683

就労相談
8/17（月）・24（月）・
31（月）、9/7（月）・
14（月）・28（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
（携帯電話からは☎06-6567-6889）

9/1（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

9/8（火） 当日に窓口で受付
（13：00～15：30）

税理士
相談

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）

急性灰白髄炎（ポリオ）
生ワクチン服用のお知らせ（無料）※保健福祉センターは区役所庁舎内です。

（高齢者介護予防指導者養成講座）
　介護予防の知識と技術を身につけ、地域の介護予防の担い手をめ
ざしませんか？ ※8回以上参加された方には修了証を交付します。

申込み・問合せ 9/11（金）までに電話または直接、保健福祉担当　 番窓口
（☎4302-９968）へ。

保健福祉
センター

コミュニティ
プラザ平野

9/17(木) 9：30～11：00

9/17(木) 9：30～11：00

9/ 6(日) 9:30～11:00

9/16（水）

9/11（金） コミュニティプラザ平野 瓜破地区、喜連地区

長吉地区

平野馬場・平野北・平野元町・
平野宮町・平野市町、加美地区

平野地区（平野馬場・平野北・平野元町・
　　　　　平野宮町・平野市町を除く）

保健福祉センター

（長吉出戸5-3-58）

コミュニティプラザ平野
（長吉出戸5-3-58）

保健福祉センター

9:30～10:30

10/6（火） 9:30～10:30

13:30～15:00

胃がん（40歳以上40名／500円）　
大腸がん（40歳以上40名／300円）
肺がん（40歳以上40名／無料
　　　※喀痰検査400円）

結核健診（15歳以上／無料）

日時

地　　区

会場検診内容・対象・料金等

9/14（月）
13:30～15:00
9/25（金）
13:30～15:00
9/30（水）
13:30～15:00

日　時 会　場

予約

日　時 9/29（火）、10/5（月）・13（火）・19日（月）、11/2（月）・
9（月）・16（月）・24（火）・30（月）、12/7（月） 13:30～15:30

場　所 保健福祉センター
内　容 医師・栄養士・歯科衛生士などによる講話、運動実習など
対　象
定　員

区内在住で介護保険の認定を受けていない65歳以上の方
25名（先着順）

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

）（
問合せ 保健福祉担当  番窓口　☎4302-9882

【
予
約
要
】

【
予
約
不
要
】

○服用できる人
　生後3ヶ月から90ヶ月（7歳6ヶ月）未満の人で、今回が初めてか、また
は2回目の服用をする人。このワクチンは生後3ヶ月から18ヶ月までの間
に2回服用することが望ましいとされています。

※必ず母子手帳及び予防接種手帳をお持ちください。
※車での来場はご遠慮ください。
※他地区の日でも服用できますが、なるべくお住まいの地区の日にお越しください。

◎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。

※ご加入の健康保険や会社などで同等の検
診を受ける機会のある方や自覚症状のあ
る方などがん検診の対象にならない場合
があります。

電話または直接、保健福祉担当　番窓口（☎4302-9882）へ。申込み・問合せ

　食中毒が多く発生しやすい季節ですので、次のことに注意しましょう。●肉・魚・野
菜などの生鮮食料品は新鮮なものを選び、加工食品は期限表示を確認する●冷蔵
は10℃以下、冷凍は－15℃以下で食材を保存し、冷蔵庫などの庫内に詰めすぎない
●調理の際は薬用石けんで手を洗う●食品の中心部まで十分加熱する●調理後は
できるだけ早く食べる（特に生ものは注意が必要）
問合せ 保健福祉担当  番窓口　☎4302-9973　

食中毒を防ぎましょう！食中毒を防ぎましょう！

対象・定員

日時
出演者

料金

①ひらの寄席

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

8/25（火）11:00～11:30
親子20組（当日先着順）

9/5（土）10:00～13:00
30名
2,000円
8/26（水）

9/17（木）10:00～12:00
8名
こども1名につき500円
9/6（日）

9/26、10/3（土）13:00～17:15
女性の方40名
9/16（水）

9/30～10/14 毎週水曜日 10:00～12:00
2、3歳児の母親15名
9/20（日）
②～⑤ハガキかFaxに講座名・住所・
氏名・年齢・電話番号を記入、また
は電話・来館。各締切日消印有効。

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

対象・定員

対象
定員

対象・定員

対象

日時・内容

申込み

申込み

申込み

日時 9/2･9･16･30（水) 13:00～15:00
未経験または初心者の方12名
8,000円
8/28（金）までに電話または来館。

9/4(金) 13:30～15:00
区内在住60歳以上の方40名

【パソコンで小物作成】第1･3金曜日10:00～12:00
【Excel基礎】第1･3金曜日13:00～15:00
【Word応用】第2･4金曜日10:00～12:00
【Word応用②】第2･4水曜日（12/23除く）
及び平成22年3/31（水）10:00～12:00
【インターネット入門】第1･3水曜日10:00～12:00

各12名　　 　　　　各26,000円
②③電話または来館。　

①初めてのパソコン教室

日時

定員

③パソコン教室（10月～3月）

〒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

先

先

定員

9/5（土）～10/1（木）11:00～12:00
生後6ヶ月～3歳のこどもと保護
者の方20組
3,200円（施設利用料別）

9/8～10/27　毎週火曜日
3歳～小学生
※クラスにより開催時間・内容な
どが異なります。
5,600円（施設利用料別）

日時

日程

料金

料金

①ベビースイミング（木・土曜日 4回コース）

②こども水泳教室（火曜日 8回コース）

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

8/28（金）18:30～19:30
200名（当日先着順）

9/11（金）18:30～20:00
18歳以上の男性の方12名
1,000円　　　　9/4（金）

9/25（金） 11:00～13:00
豚の角煮 他　　　　 12名
1,000円　　　　  9/18（金）
②③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。各締切日必着。

締切日

日時
定員

定員
日時

日時
内容 定員

締切日

料金

料金

①夏の夕べのミニコンサート
　～フラダンスとウクレレとオカリナの調べ～

②男の手料理～トリのゆず胡椒焼き他～

③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

締切日
料金

料金

締切日

締切日

保

保

保
抽

抽

抽

抽

抽

抽

抽

抽

抽

抽

〒547-0004　加美鞍作1-2-26
　6793-0880 　6793-0868

日時
講師

平野区老人福祉センター平野区老人福祉センター平野区老人福祉センター

申込み先

無料

②健康体操～介護予防体操～ 無料

①健康教室～ガンを予防する生活習慣～
しまざき とうそん

9/10（木）13:30開演
桂米輔・桂春若　他3名
120名（当日先着順）
500円（木戸銭）

かつら よねすけ かつら はるわか

9/10（木）14:00～15:30
田口診療所　田口忠宏さん
区内在住60歳以上の方
50名　　　　  電話または来館。

たぐち ただひろ

8/25（火）、9/1（火）・3（木）
・8（火）13:30～16:00
15名　　　　　1,000円

8/29～10/3（9/12を除く）
毎週土曜日　13:30～15:30
30名
2,500円（材料費別）

9/4～10/23　毎週金曜日
・16:30～17:10・17:15～17:55
0歳～小学1年生のこどもと保
護者各40組
各4,000円（こども1人増につき300円）
※8/22（土）9：30より申込み受付開始。

9/9～平成22年3/24（9/23、
10/14、11/25、12/23、
1/13・27を除く）
第2・4水曜日 13:30～15:30
30名
5,200円（材料費別）

9/10（木）10:00～11:30
30名　　　　　 1,500円
9/2（水）

9/10～11/19（9/24を除く）
毎週木曜日　10:00～11:45
20名
10,000円（教材費別）

9/10、10/8、11/12・26、12/10（木）
10:30～11:30
親子30組
2,500円（こども1人増につき
300円）

9/19（土） 10：00～12：00
小学生以上の方20名
※低学年は保護者同伴
2,300円　　　　9/12（土）
①～⑧料金を添えて来館。

先 先

先

先

先

先

先

③親子で英語リトミック

④絵手紙と俳画講習会

問合せ 住民情報担当⑬番窓口　☎4302-9798

問合せ【受診券に関すること】　　保険年金担当⑰番窓口　☎4302-9956
【健診内容に関すること】　保健福祉担当○32番窓口　☎4302-9882

問合せ 健康福祉局保険年金担当　☎6208-7961

外国籍のこどもの市立小・中学校入学申請
　来年4月に下記の入学資格がある外国籍のこどもの保護者の方へ、9月初旬
に入学のご案内を送付します。市立の小・中学校へ入学を希望される方は、
必要事項をご記入のうえ、9月30日（水）までに送付または直接、区役所住民
情報担当・出張所で申請してください。
《入学資格》
　●小学校（2003年4月2日～2004年4月1日に生まれた方）
　●中学校（来年3月に小学校を卒業見込みの方）

●出店者の募集内容
　募集数…各区20店（申込み多数の場合抽選）
　出店品…家庭の不用品に限ります
　出店料…無料
　出店資格…市内在住でアマチュアの方

大阪市国民健康保険加入者のみなさんへ
●年に1回特定健康診査を受けましょう
　平成21年4月1日現在、大阪市国民健康保険に加入されている40歳以上の方
（来年3月末までに40歳になる方を含む）に特定健康診査の「受診券」を送付して
います。受診券がお手元に届いていない場合や紛失された場合は、お問い合わ
せください。

統計調査の登録調査員を募集しています
　国や府が実施する統計調査において、調査対象となる世帯・事業所を訪問し、調査
の趣旨説明を行ったうえで調査票への記入を依頼するとともに、調査票の回収
を行っていただきます。（報償については業務終了後にお支払いします。）
資格要件…満20歳以上75歳以下で調査活動に支障のない方　など
※登録方法など詳しくは、お問い合わせください。

申込み
場　所
日　時

問合せ 東南環境事業センター　☎6700-1750

問合せ 区民企画担当○21番窓口　☎4302-9734

10月10日（土）午前11時～午後3時（雨天中止）
大阪城公園　太陽の広場（中央区大阪城3）
往復ハガキに住所・氏名・電話番号・出店するものを記入し、〒547-0023 
瓜破南1-3-40 東南環境事業センターへ。8月31日（月）必着。

●大阪市国民健康保険健康増進旅行のおしらせ
　加入されているみなさんの疾病予防と健康増進を目的として、割引価格で利
用できる旅行のあっせんを実施しています。詳しくは区役所保険年金担当⑰番
窓口に設置している｢健康増進旅行斡旋のしおり｣をご覧ください。

問合せ あべの市税事務所個人市民税担当　☎4396-2953

問合せ あべの市税事務所固定資産税担当　☎4396-2957（土地）
　　　　　　　　　　　　　　　   ☎4396-2958（家屋）
　　　　　　　　　　　　　　　   ☎4396-2959（償却資産）

市税のことは市税事務所へ
●市・府民税（普通徴収）第2期分の納期限は8月31日（月）です

●固定資産税の実地調査にご協力を
　固定資産税（都市計画税）の評価・課税を適正に行うため、職員が実地調査
にうかがう場合がありますので、ご協力をお願いします。なお、訪問する際に
は、顔写真付きの固定資産評価補助員証を携帯しています。

　転居などにより入学案内がお手元に届かなかった場合でも、次の
書類などにより区役所・出張所で申請することができます。
《手続きに必要なもの》
●入学申請書（用紙は区役所住民情報担当・出張所にあります）
●住所・氏名が確認できる書類
●印鑑
●小学校卒業見込み証明書（ただし、市立小学校を卒業見込みの方
は不要です）

ごみ減量フェスティバル「ガレージセール・イン・
ＯＳＡＫＡ  ＴＯＷＮ」の出店者を募集します

日時
定員

定員
料金

日時

日時
保育定員

①クレオ大阪南「おはなし会」

日時

④リーダーをめざす女性のための
　実践コミュニケーション塾

日時
対象・定員

⑤2、3歳児の子育て講座
　～自分らしく楽しく子どもと暮らす方法～

締切日

②スイーツ教室Ⅱ「秋の味覚のお菓子」

③一時保育付き読書タイム「本を読む日」

無料
無料

無料

対象・定員

申込み

無料

8/27（木）～9/9（水）（9/1･8を除く）
9:30～21:00（日曜日・祝休日は～17:00）

ガラス工芸・陶芸・染色・織物・木工・金工
※開催日時は内容により異なります。
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）
8/31（月）必着

9/24（木）～28（月） 9:30～16:30
16歳以上の方8名
24,000円（教材費別）
9/7（月）必着

9/25、10/9･30、11/13･27、
12/11（金） 10:00～12:30
16歳以上の方16名
12,000円（教材費別）
9/11（金）必着

10/5･19、11/2･16、12/7（月）
・10:00～12:00・13:30～15:30
16歳以上の方各12名
10,000円（教材費別）
9/17（木）必着

10/5～12/21（10/12、11/23
を除く）毎週月曜日
・10:00～12:30 ・14:00～16:30 
・18:00～20:30
16歳以上の方各6名
20,000円（教材費別）
9/17（木）必着

10/8～12/17（10/22を除く）
毎週木曜日 
・ 9:30～12:30
・13:30～16:30
16歳以上の方各10名
24,000円（教材費別）
9/17（木）必着

クラフトパーククラフトパーククラフトパーク
〒547-0012　長吉六反1-8-44　　☎4302-9210　  4302-9212

締切日

締切日

締切日

締切日

料金
締切日

日時 日時

料金
定員

①受講生作品展～陶芸～ ⑤七宝クラフト教室（自由創作教室）

日時

日時

対象・定員

対象・定員

料金

料金

⑥切子ガラス教室（自由創作教室）

⑦サンドブラスト教室（自由創作教室）

対象

内容

料金
対象・定員
日時

締切日
料金
対象・定員

日時

②平成21年度第3期（10月～12月）創作教室

③糸紡ぎ（マフラー・ショール用）短期集中講座

④トールペイント教室（自由創作教室）

無料

対象・定員

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

申込み

日時
日時

日時

定員

定員

料金 定員
締切日

日時

定員
料金

定員

料金

締切日

日時

定員
料金

料金

日時
対象・定員

料金

料金

①はじめての連歌 ⑤アロマテラピー
　＊鎮痛作用のあるオイルを作ろう＊

⑥一から学ぶ中国語入門

⑦親子ビクス

⑧プリザーブドフラワーで作る
　　　　　　　敬老の日のプレゼント

日時

対象・定員

料金

日時

②実用ボールペン習字講習会

8/30（日）14:00～15:00
こどもから大人まで一緒に音
楽、絵本を楽しみませんか
100名（当日先着順）

区内の高齢者施設で図書ボランティア
として活動していただく方を募集します
9/11（金）、10/16（金）・27（火）
10:00～12:00
中央図書館（西区北堀江4-3-2）他
9/1（火）までに電話または来館。

9/11（金）10:10～12:00
「夜明け前」島崎藤村 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。

9/12（土）14:00～15:00
「くるくるストローとコプター」を
作ります
20名
当日13:00より整理券配布。

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

申込み
申込み
場所

定員

日時
内容

内容

定員

日時

①おはなし会「あっぷっぷ」in Summer
日時

日時
内容

②図書ボランティア講座

無料

無料

③読書会 無料

④あそび工房 無料

内容

先

あっせん

抽

抽

先


