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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）

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　時日　時

市立中央図書館自動車文庫　　6539-3305　　6539-3336問合せ

10/3（土）
10:30～11:50
10/3（土）
13:55～14:50
10/7（水）
10:30～11:10
10/7（水）
13:10～13:50
9/24（木）
13:50～14:30

9/26（土)
10:30～11:20
10/8（木）
13:00～13:45
10/8（木）
10:30～11:15
9/26（土）
13:30～14:30
9/24（木）
10:25～11:30

日 程 申 込 方 法 問 合 せ

法律相談
9/17（木）・24（木）、
10/1（木）・8（木）・
15（木）・22（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 10/7（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 9/24（木）、
10/22（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
9/28（月）、
10/5（月）

19（月）・26（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）

10/6（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

10/13（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。
9月 10月

日　程
対　象
時 間 場 所
内 容

申込み・問合せ

●10/13（火） ●11/17（火）
生後2ヶ月ごろのお子さんとその養育者
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

平野区こころの健康セミナー
「うつ病について－家族の対応を中心に－」（無料）
平野区こころの健康セミナー
「うつ病について－家族の対応を中心に－」（無料）

　　　　 10/7（水）15：00～17：00
　　　　 コミュニティプラザ平野
　　　　  （区民センター　長吉出戸5-3-58）
　　　　 70名（先着順）
　　　　 10/2（金）までに電話。
　　　　 （社）大阪精神科診療所協会・保健福祉センター

★特に抵抗力の弱いこどもや高齢者は、生で食肉を食べないようにしましょう。
★食肉はしっかり加熱し、焼くはしと食べるはしの使い分けをしましょう。
★調理器具（まな板、包丁など）、手指の洗浄・消毒を十分に行いましょう。

うつ病は“こころの風邪”などと言われ、誰もがかかる可能性があります。
この機会に正しい知識を学び、病気を理解してみませんか。

O１５７などによる食中毒を予防するために！

　犬・ねこが他人に迷惑をかけないように、飼い主として責任と愛情をもっ
て終生世話をしましょう。

１０月は「犬・ねこを正しく飼う運動強調月間」です

問合せ 保健福祉担当　 番窓口　☎4302-9973

保健福祉担当   番窓口　☎4302-9968 ・ 4302-9882問 合 せ

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！

日　時
場　所

定　員

主　催
申 込 み

10/2(金)～10/29(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
生後6ヶ月～大人の方
1,600～3,200円（施設利用料別）

保育所（園）一斉入所（平成22年4月）の
申込受付は10月21日（水）〜11月6日（金）です

赤い羽根共同募金赤い羽根共同募金赤い羽根共同募金

※詳細は10月号でお知らせします。

9/29（火）・30（水）10:00～12:00
おおむね60歳以上20名
9/26（土）    　　 電話または来館。

10/10（土）13:30～15:30
40名
500円（材料費別）    　　　9/30（水）

9/30～12/23（10/14、11/4・25
を除く）毎週水曜日10:00～11:45
20名　　　　　10,000円

10/3～11/14（10/17を除く） 
毎週土曜日 10:00～12:00
20名　　      　　2,500円（材料費別）

9/25～10/23 毎週金曜日
10:00～12:00　
20名
2,500円（材料費別）

《ワークショップ》10/9・23、11/6（金）
●11:00～12:30●19:30～21:00
《ライブ》11/8（日）15:00～16:30
1,000円

10/10・24、11/14、12/12・26（土）
10:00～11:30
親子10組　　　　　3,500円

10/10～11/14（10/31を除く）
毎週土曜日13:30～15:30
10名　　　　　 3,000円
②～⑧料金を添えて来館。

問合せ 保険年金担当⑰番窓口　☎4302-9956

大阪市国民健康保険の出産育児一時金について

DV被害者に定額給付金等相当額を支給します
　配偶者などの暴力により住民登録と居住実態が異なり定額給付金や子育て
応援特別手当が受給できない方に、定額給付金等相当額を支給します。
　対象は基準日（平成21年2月1日）に大阪市に住民登録があり、基準日・申
請時ともに大阪市にお住まいの方です。
※申請にあたり配偶者などに情報が漏れることはありません。

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

10/1･8･22･29、11/12･19（木）
11:00～11:45
1歳6ヶ月～2歳6ヶ月のこどもと
保護者15組
3,000円

10/10～11/14 毎週土曜日
10:00～11:30
18歳以上の方15名
500円（楽器代別）
10/3（土）

10/13･27、11/10（火）
●10:00～12:00●13:30～15:30
各20名　　　　　1,000円
10/6（火）

10/14･28、11/11･25（水）
9:30～14:30
初心者・初級者向け30分間の個
人レッスン
自宅で練習できる方10名
3,000円

10/17（土）12:00～14:00
小・中学生16名　　　 　  500円

10/23（金）11:00～13:00
鳥もも肉のトマト煮
12名　　　　　1,000円
①④⑤料金を添えて来館。
②③⑥往復ハガキに講座名・住
所・氏名・電話番号を記入。各締
切日必着。

対象・定員

料金

対象・定員

対象・定員

料金

料金

日時

定員 料金
申込み

対象・定員
料金

日時

日時

日時

日時

定員

締切日

締切日

内容

①親子リトミック

②やさしいハーモニカ

③筆ペン・小筆字入門講座

④おとなのためのピアノレッスン

⑤子どもクッキング～お弁当づくり～

⑥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
〒547-0042　平野市町3-8-22
　6792-2007 　6792-5743

10/20(火)9:00～12:00
杭全神社（平野宮町2-1-67）
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。10/6（火）必着。
平野区生涯学習企画検討委員会

定員

主催

日時

10/25（日）1回目10:00～12:10
2回目13:30～15:40

各300名（当日先着順）

日時

定員

集合場所

申込み

①区民協働企画講座
　「環濠自治都市『平野郷』散策
　～環濠十三口めぐりを中心に！～」

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映画会「おくりびと」

10/18（日）7:30集合
区内在住の方80名
1,600円（こども800円）
9/15（火）より料金を添えて来館。

・10/21･28、11/11（水）
・12/2･9･16（水）
・1/20･27、2/3（水）
●10:00～12:00●13:00～15:00
※申込み者数によっては開催し
ない場合もあります。
各15名　　　  　　 1,800円（材料費別）
9/16（水）より料金を添えて来館。

11/8（日）13:00～
カラオケ・舞踊・詩吟など
区内在住の方（グループも可）13組
往復ハガキに住所・氏名・年齢・電
話番号・演目（カラオケの場合は
曲名・歌手名も）を記入。10/4
（日）必着。※1組1通のみ。

日時

料金

日時

定員

対象・定員

料金

対象・定員

日時
内容

申込み

申込み

申込み

①第8回平野区民ハイキング
 　　　　　　　  （京都府宇治市方面）

②たのしい陶芸教室

③平野区民芸能大会　出場者募集

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

〒547-0043　平野東1-8-2
　6793-0881 　6791-5038

※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。

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

10/10（土）13:00～17:15
30名　　　　　　10/1（木）

10/14～12/16（11/4を除く）毎週水曜日
【朝】10:00～12:00
【夜】19:00～21:00
各30名　　　　　10,800円
10/4（日）

10/15～12/17毎週木曜日
19:00～20:00
女性の方25名
10,500円　　　　10/4(日)

10/15（木）19:00～21:00
女性の方30名
10/6(火)

10/16～3/19（12/25、1/1･8、2/12
を除く）毎週金曜日14:00～16:00
20名
22,800円（教材費別）
10/6(火)

10/16～3/19（11/13、12/25、1/1･8、
2/12を除く）毎週金曜日10:30～12:00
女性の方30名
18,900円　　　　10/6（火）

10/20～3/16（11/3･24、
12/22･29、1/5･12を除く）
毎週火曜日10:00～11:30
女性の方30名
16,800円　　　　10/10（土）

10/22～3/11（12/24・2/11を除く）
第2･4木曜日10:30～12:00
30名
8,400円（教材費別）
10/12（月）

対象・定員
締切日

締切日

定員

日時

②英語でＴｒｙコミュニケーション

抽抽

抽

抽

先

先

先

抽

抽

抽

日時

日時

定員

10/25（日）10:00～17:00
●ミニコンサート（当日先着順）
●体験教室（事前受付10/11必着）
…キルンワーク・ステンドグラス・織物・木工
●特別体験教室（当日先着順）
…サンドブラスト・バーナーワーク・
陶芸・染色・金工
※対象年齢を設けているものも
あります。
100～3,000円

保

保

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

対象・定員
締切日

対象・定員

申込み

申込み

日時

日時

●10/2･16、11/6･20（金）
●10/9･23、11/13･27（金）
　10:00～12:00
パソコンの文字入力ができる方各12名
9,000円　　　　9/29（火）必着
電話または来館。

10/30（金）9：00～17：30
区内在住60歳以上の方45名
4,000円
10/20（火）までに料金を添えて来館。

①年賀状を作ろう！

②日帰りバス旅行
　（神戸市立フルーツフラワーパーク方面）

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

そよ風センター
（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

日時日時

日時

対象・定員

料金

日時

定員

定員

定員

料金

料金

日時

無料
日時
内容

料金

料金

①クラフトパークフェスタ2009

抽

抽

①シニア向け携帯電話教室

②ちぎり絵講習会

③ステップアップ中国語！

④押し絵講習会

⑤木目込み人形を作ろう！

抽

先

先

先

先

定員

日時

先
料金

料金

料金

日時

日時

日時

定員
申込み

申込み

対象・定員

⑥ゴスペルワークショップ＆ライブ

⑦親子ふれあい！将棋教室

⑧着付け講習会
先

料金先

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

締切日

締切日

締切日

料金
料金

内容

⑤教科書で学ぶ中学英語（中３クラス）

保

保

保

③タイ式ハーブスチームヨガ教室

④乳がんセミナー　
　　   ちょっと気になるおっぱいの話

抽

抽

抽

抽

対象・定員
締切日

料金

料金

問合せ 定額給付金等相当額支給問い合わせ専用電話 ［10月30日（金）まで］　
☎6208-8275 （平日 午前9時～午後5時）

【申請方法】お電話いただいた方に申請書を送付します。

平野図書館平野図書館
〒547-0004　加美鞍作1-2-26
　6793-0880 　6793-0868

日時
講師
対象
定員

内容
対象・定員
申込み

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

先

先

無料

無料

無料

10/1（木）14:00～15:30
上西クリニック 上西　正明さん
区内在住で６０歳以上の方
５０名　　　　    電話または来館。

10/8（木）・13（火）・23（金）・29
（木）、11/5（木）13:30～15:30
講演会、体操、社会見学など
区内在住で60歳以上の方50名
往復ハガキに、住所・氏名・年齢・
生年月日・電話番号を記入。
9/26(土)必着。※1枚につき１名。

①健康教室
　～脳梗塞と脳卒中について～

日時

②「高齢者学級いちょう学園」
　　　　　　　　　受講生募集

うえ にし あきまさ

かん ごう

かん ごう

締切日

締切日

9月27日（日）午前10時～午後1時
平野区役所（背戸口3-8-19）
生野区役所（生野区勝山南3-1-19）
此花区役所（此花区春日出北1-8-4）
9月24日（木）・25日（金）
午前9時30分～12時

【予約専用電話】☎6208-8805
※定員（各16名）に達した時点で受付を終了します。
問合せ 大阪市総合コールセンター　

☎4301-7285

日曜法律相談（予約制・無料）
を実施します　

10月1日（木）～16日（金）
12月9日（水）～12日（土）指定日
12月16日（水）～19日（土）指定日
区内在住で寝具を清潔に保つのが
困難な、65歳以上で高齢者のみの
世帯の方（独居を含む）・重度障が
い者のみの世帯の方（独居を含む）
日常使用している寝具でふとん
2枚・毛布1枚（合計3枚まで）

　丸洗い乾燥…ふとん200円・毛布80円
　乾燥のみ…ふとん100円・毛布50円
　回収中のレンタル…ふとん200円・毛布200円

電話、Ｆａｘまたは来館。

高齢者・障がい者の方を
対象にふとん丸洗い乾燥
サービスを実施します！

　子育て中の親子が気軽につどい、相
互に交流を図る常設の場を設置する
「つどいの広場」事業の実施法人を募
集します。募集条件など詳しくは募集
要項をご覧ください。

9月30日（水）まで
市役所（北区中之島1-3-20）
2階　こども青少年局子育
て支援担当窓口

※要項はホームページ（http://www.
city.osaka.lg.jp/kodomo/）からダウ
ンロードもできます。
問合せ こども青少年局子育て支援担当

☎6208-8111

問合せ あべの市税事務所
個人市民税担当
☎4396-2953

委託事業「つどいの広場」を
平野区において実施する
法人を募集します

　地方税法の改正により、公的年金な
どにかかる個人市・府民税について、10
月支給分の年金から特別徴収（引き落
とし）が開始されます。
　この制度は納税方法を変更するもの
で、税額が増えることはありません。
※対象となる方にはお知らせを各戸に
配付します。

10月から個人市・府民税の
公的年金からの特別徴収が
始まります

問合せ 平野区社会福祉協議会
（にこにこセンター 平野東2-1-30）
☎6795-2525 　6795-2929

：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）

●出産育児一時金を増額します
　平成21年10月1日から平成23年3月31日までの第1子目の出産について、支
給額を現行38万円から42万円に増額します。（産科医療補償制度に未加入の医
療機関などで第１子目を出産した場合は、39万円となります。）
●受取り方法を選択できるようになります
　ご希望に応じて、出産育児一時金を大阪市から医療機関などへ直接支払う
制度を実施します。ご希望の方は、出産を予定している医療機関などに申し
出てください。なお、出産費用が出産育児一時金を超えた場合は加入者が超
えた額を医療機関に支払い、少ない場合は差額を支給します。

日時
内容
定員
申込み

①あそび工房

先

無料

無料

無料

10/10（土）14:00～15:00
「ポンポンコップ」を作ります
20名
当日13:00より整理券配布。

●休館のお知らせ
　9/29(火)～10/5(月)図書館資料の
　所蔵点検などのため休館します。

⑥ゆったりハワイアンフラ

保⑦ストレッチヨガ

保⑧ピアノde歌声教室

日時

料金

料金

日時

定員
料金
締切日

日時

対象・定員

対象・定員

日時

日時

定員 締切日

①自分力ＵＰ！パワハラ対策講座

日程
内容

対象
料金

①水泳教室・プールプログラム4回コース

10/31（土）14:00～15:30
小学1～3年生10名      　　　 50円
※材料…牛乳、卵、チョコのカカオ
10/1(木)～10/20（火）に来館。

平野区子ども・子育てプラザ平野区子ども・子育てプラザ

日時
対象・定員 料金

申込み

①おやつ作り～チョコチップマフィン～

10月1日（木）
 ～12月31日（木）
みなさんのあたたかい
ご協力をお願いします

※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）●各種検診のお知らせ（先着順）

保健福祉
センター

保健福祉
センター

保健福祉
センター

保健福祉
センター

平野人権
文化センター

平野人権
文化センター

10/ 8(木) 10：30～11：30

10/21(水) 9：30～11：00

10/ 4(日) 9:30～11:00

11/ 1(日)

11/ 1(日) 9:30～11:00

10/21（水） 9:30～10:30

11/ 1（日） 9:30～10:30

10/ 6（火） 9:30～10:30

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

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 会場検診内容・対象・料金など 予約

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（血液検査など）／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

）（

【
予
約
要
】

【
予
約
不
要
】

◎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

10/29（木） 9:30～10:30

10/29（木）13:30～14:30

9:30～11:0010/29（木）
13:30～15:0010/29（木）
9:30～11:00

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80名／無料）

歯科健康相談（無料）

先

先

日　時
場　所

要項配布期間
要項配布場所

予約受付

回　収
申込み期間

返　却
対　象

利用枚数

料　金

申込み

問合せ 保健福祉担当　番窓口
☎4302-9857

〒547-0024 瓜破3-3-64
　　6707-0900 　・


