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●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。

　広報ひらの1月号で紹介する手作り年賀状を募集します。たくさんの素敵な
作品をお待ちしています。

問合せ 平野区民ホール　☎6790-4000

問合せ 区民企画担当○22番窓口　☎4302-9683

●10/16（金）～11/ 4（水）…

●11/ 5（木）～11/11（水）…
●11/12（木）～11/26（木）…

パッチワークキルト作品展
パッチワークキルトサークル「こすもす」
パーラービーズ等作品展　デイサービスセンターうさぎ
書道作品展　平野南会館書道クラブ

「にんにゃか」とはこの地域の方言で「にぎやか」という意味です。

毎週月曜日～金曜日　
午前10時～午後3時

開催日

加美北4-5-25-100
有馬パレス加美 内
☎6131-8941

所在地

～「ふれんど広場」をご存知ですか？～
　乳幼児とその親が、気軽に交流できる場を無料で提供しています。
ぜひ一度遊びにきてください！！
◎親子あそび　◎ムーブメントあそび
◎お誕生日会　◎読み聞かせ
◎折り紙講座　◎歯科相談日　  など

対象・定員 妊娠中の方16名（申込み多数の場合抽選）
日 時 11月26日（木） 午後2時～4時 場 所 クレオ大阪南（喜連西６-２-３３）

①②申込み ハガキ・Fax・Eメールに講座名・住所・氏名・電話番号・年齢（①で一時保育
をご希望の際は、こどもの名前・年齢（月齢）・性別、②は出産予定日も）を
記入し、〒547-8580 区役所人権生涯学習担当へ。各締切日必着。
　4302-9880　　hiranomanabi@city.osaka.lg.jp

締切日 11月12日（木） 料 金 1,200円
主 催 育児サークル Mama Life＋

ママライフプラス

❷妊娠中にマスターしよう♪ベビーマッサージ講座

対象・定員 子育て中の女性15名（申込み多数の場合抽選）
※一時保育有り（要申込、定員10名、料金1人500円）

日 時 11月14日（土） 午前10時30分～12時
場 所 もと平野青少年会館（平野市町3-2-12）

締切日 10月30日（金） 主 催 子育て支援グループ　ひーりんぐまむ

❶ママのためのストレッチ＆コンディショニング（無料）

申込み ハガキ・Fax・Eメールに講座名・住所・氏名・電話番号・年齢（親子とも）を記入
し、〒540-0028 中央区常盤町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。11月13日（金）必着。
　6210-5802　　info@my-fitnessdo.com

対象・定員 幼児～小学生のこどもとその保護者15組30名（申込み多数の場合抽選）

日 時 11月28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）

料 金 1名につき30円（保険代） 主 催 NPO法人　MYフィットネス道

❸親子でたくさん汗をかこう！
　かけっこやボール競技など運動会気分で体をたくさん動かしましょう。

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

①②の問合せ 人権生涯学習担当○22 番窓口　☎4302-9801

定 員 200名（当日先着順）
※一時保育有り（先着10名、11月2日（月）までに要事前申込み）

日 時 11月７日（土） 午前10時～12時

用 紙 ハガキまたはハガキ大の白地の画用紙またはケント紙
申込み 作品の裏面に住所・氏名（ふりがな）・電話番号を記入し、

〒547-8580 区民企画担当「広報ひらの年賀状係」へご応募ください。
締切日 １１月２５日（水）必着

場 所 平野区民ホール（平野南1-2-7）

主 催 NPO法人　国民の暮らしを考える会　Klala
クララ

❹発達障がいを支援する（無料）
　不登校や非行・いじめや発達障がいなどに対する、こどもたちのエンパワーメン
トのための教育を考えます。

問合せ 保健福祉担当○33番窓口（子育て支援室） ☎4302-9936

　来年（平成22年）4月から保育所への入所を希望される乳幼児の受付をします。
すでに入所の申込みをされ現在待機中の方も改めて申込んでください。

申込書の交付・受付期間と場所
●10月21日（水）～11月6日（金）  
●保健福祉担当○33番窓口（区役所3階）  ●各保育所（午前10時～午後4時）

入所の基準
●保護者のいずれもが就労などのために昼間に家庭で保育ができない場合
●障害児など家庭で保育ができないと認められる場合
　※各保育所には『定員』、『０歳児には月齢』の制限があります。
　※在所のお子さんが全員進級した場合、クラスによって新入枠がない可能性があります。

◆公立保育所公立保育所◆公立保育所※入所可能年齢は変動することがあります。

◆私立保育園私立保育園◆私立保育園※入園可能年齢は変動することがあります。
※私立保育園に申込みされる場合は受付期間に関わらず、各保育園にお問い合わせください。

※平野東保育所と西喜連保育所の運営は、平成23年4月より社会福祉法人に委託予定です。

※第三めぐむ保育園は平成22年1月開園予定です。

保育所名 所 在 地 電 話 入所可能年齢

◆公設民営設民営保育所保育所◆公設民営保育所※入所可能年齢は変動することがあります。

平野東保育所 平野市町3-8-5 ６７９１-３４００ ０～５歳
加美第１保育所 加美正覚寺２-１２-２６ ６７９１-４４００ ０～５歳
加美第２保育所 加美南１-9-４５ ６７９１-０７３０ ０～５歳

保育所名 所 在 地 電 話 入所可能年齢

長吉第１保育所 長吉長原東２-4-１５-１０１ ６７０９-１９９１ 1～５歳
長吉第２保育所 長吉六反４-５-２-１０１ ６７０８-１２３０ 1～５歳
西喜連保育所 喜連西１-１４-２-１０１ ６７０３-０５３０ 0～５歳
瓜破保育所 瓜破３-3-６４ ６７０７-０７００ 0～５歳
喜連保育所 喜連６-7-４４ ６７９０-２７００ 0～５歳

東喜連保育所 喜連東4-4-13-101 ６７９０-72００ 0～５歳
平野西保育所 平野本町１-１５-１４ ６７９１-０２６９ 0～５歳
加美第３保育所 加美東２-9-２５ ６７９３-７６１６ 0～５歳
長吉第３保育所 長吉長原西４-2-１０-１０１ ６７０７-０２００ 0～５歳 問合せ 保健福祉担当○33番窓口　☎4302-9857

保育園名 所 在 地 電 話 入園可能年齢
平野愛和学園 平野東４-２-１３ ６７９１-７２５１ ０、１、３歳
平野愛和第二学園 平野東４-４-３８ ６７９１-１３３５ ０～４歳
平野愛和第三学園 加美南４-４-３６ ６７９３-３２１０ ０、１、３、４歳
つくし保育園 平野西５-６-１ ６７０４-３３８１ ０～５歳
すぎな保育園 喜連２-2-19 ６７０７-３３１１ ０～４歳
いちょう保育園 平野上町１-7-3 ６７９１-５４１０ 在園児で満員
いちょうベビーセンター 平野上町１-7-3 ６７９１-５４１０ ０～２歳
天宗瓜破園 瓜破西２-10-12 ６７０１-０００８ ０～５歳
天宗瓜破東園 瓜破東２-2-53 ６７０８-３１６７ ０～３歳、５歳
天宗長吉園 長吉長原４-10-34 ６７０７-８２１６ ０、３、４歳
さくらんぼ保育園 加美北７-7-10 ６７９１-２００７ ０、３、４歳
第二小市保育園 長吉出戸５-1-４９ ６７０９-２１３１ ０歳
末次保育園 加美北５-4-１５ ６７９２-６４５５ ０～５歳
加美長沢保育園 加美北５-9-３５ ６７９３-７５１３ ０～５歳
長吉六反保育園 長吉六反１-1-４５ ６７０７-８５３６ ０～4歳
六反南保育園 長吉六反５-１０-２１ ６７９９-０１８０ ０～3歳
第二めぐむ保育園 瓜破１-1-２５ ６７０８-１３１６ ０～2歳
※第三めぐむ保育園 瓜破１-2-４５ ６７０８-１３１６ 3歳
アルマ保育園 瓜破４-2-３４ ６７０８-３２０４ ０～３歳
ひらのドリーム園(夜間保育) 平野上町１-7-3 ６７９１-５４１０ ０～5歳
カリーノ保育園 喜連西１-１３-１６ ６７９７-１２０３ ０～5歳

※採用された方には記念品をプレゼントします。※作品は返却しません。

HP http://www.netz.co.jp/heart-fd/


