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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）

1/24（日） ①10：00～　②14：00～ クレオ大阪北(東淀川区東淡路1-4-21)
月　日 時　間 場　所（各回定員30名）

クレオ大阪西(此花区西九条6-1-20)①10：00～　②14：00～2/ 5（金）
クレオ大阪南(喜連西6-2-33)①10：00～　②14：00～2/14（日）
クレオ大阪中央(天王寺区上汐5-6-25)①10：00～　②14：00～2/24（水）

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

12/5（土）
10:30～11:50
12/5（土）
13:55～14:50
12/2（水）
10:30～11:10
12/2（水）
13:10～13:50
11/25（水）
13:50～14:30

11/28（土)
10:30～11:20
12/10（木）
13:00～13:45
12/10（木）
10:30～11:15
11/28（土）
13:30～14:30
11/25（水）
10:25～11:30

日 程 受 付 方 法 問 合 せ

法律相談
11/19（木）・26（木）、
12/3（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　番窓口
　　   　4302-9683予約

緑化相談 12/2（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 11/26（木）、
12/24（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
11/16（月）・30（月）、
12/7（月）・14（月）・
21（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）

12/1（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

税理士
相談

12/8（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。

日　程

対　象
時 間 場 所

内 容

申込み・問合せ

12/8（火） 、1/12（火）
10:00～11:00　　　　　　保健福祉センター2階
生後2ヶ月ごろのお子さんとその養育者
育児相談など（新型インフルエンザの感染拡大予防のた
め、内容を一部変更しています）
保健福祉担当　番窓口　☎4302-9968

対　象

接種回数
接種場所

接種時期 自己負担額

問合せ

インフルエンザ予防接種を実施していますインフルエンザ予防接種を実施しています

感染症や食中毒の原因となる菌をばらまくねずみの防除活動を地域で
実施し、ねずみを一掃することにより、健康で快適な生活環境づくり
をしましょう。

12月～2月は「ねずみ防除強調期間」です

問合せ 保健福祉担当　 番窓口　☎4302-9973

65歳以上の方または60歳以上65歳未満で心臓・じん臓・
呼吸器の機能、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能
に障がい（身体障害者１級相当）を有する方
委託医療機関及び委託介護老人保健・福祉施設（入所者のみ）
1シーズン1回
平成22年1月31日（日）まで　　　　　　1,000円
※生活保護受給者及び市民税非課税世帯の方は、保護決
定通知書・介護保険料(変更)決定通知書など確認できる書
類をご提示いただくと自己負担免除になります。
電話または直接、保健福祉担当　番窓口
☎4302-9882 へ。

産後の疲れが出やすい時期、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！

（新型インフルエンザ予防ワクチンではありません）

12/5・12（土）10:00～13:00
30名　　　　　4,800円
11/25（水）

12/6（日）10:30～12:30
30名　　　　　2,000円
11/26(木)

12/10（木）13:00～17:15
企業の女性活躍推進や人事担当
の方30名  　　　　  12/1（火）

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

12/20（日）13:00～17:15
30名　 　　　 12/10(木)
①～⑤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。

1/6（水）～2/26（金）
健康体操・ゆがみ修正ヨガ・健康ヨ
ガ・シェイプエアロ・シェイプステッ
プ・ヨガ（パワー系）・リラックスヨガ
※コースにより開催日時が異なります。
16歳以上の方
3,200円～4,800円（施設利用料別）

1/5（火）～2/27（土）
生後6ヶ月～中学生
※コースにより開催日時・対象な
どが異なります。
5,600円～6,400円（施設利用料別）

離職者を対象とした住宅手当緊急特別措置事業について

11/21（土）13:30～16:30
サークル発表、
展示・体験・交流カフェコーナー
350名（当日先着順）

12/18（金） 13:00～16:00
12名
3,000円
往復ハガキに講座名・住所・氏名・
電話番号を記入。
12/11（金）必着。

12/19（土）・24（木） 
13:30～16:00
ケーキデコレーションと
クリスマスカード作り
小・中学生16名
1,000円
料金を添えて来館。　

定員

定員
日時

内容

対象・定員

日時

①秋のつむぎフェスタ

②おせちづくり講座

③子どもクッキング

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

12/13（日）13:30～16:30
地下鉄谷町線　喜連瓜破駅
喜連村史の会代表
寶園寺 住職　白川俊義さん
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。11/30（月）必着。
平野区生涯学習企画検討委員会

定員

主催

日時
集合場所
講師

申込み

①区民協働企画講座
　「喜連をじっくり探索 喜連環濠コース
　～街中に開かれた
　　　古代・中世・近世の扉を巡る～」

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

1/20（水）～毎週1回
（祝休日は休講）19：00～20：30
瓜破レクリエーションセンター
（瓜破中学校体育館 瓜破2-5-31）
バドミントン
4,600円
15歳以上の方（中学生は除く）
40名
12/11（金）までに募集案内リー
フレット（区役所・スポーツセンタ
ーなどで配布）払込取扱票に
必要事項を記入し、郵便局にて
料金を振り込んでください。

日時

種目
料金
対象・定員

場所

申込み

①スポーツ教室（1月～3月）受講生募集

市民レクリエーションセンター市民レクリエーションセンター市民レクリエーションセンター
（財）大阪市スポーツ・みどり振興協会
　6586-3820 　6586-3821

〒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わせください。

平野区民ホール平野区民ホール平野区民ホール

抽

抽

11/27（金）～12/11（金）
（12/1・8を除く）9:30～17:30
※日曜日は17:00まで

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8～24名
24,000円（教材費別）※ただし、
吹きガラスは30,000円、織物は
48,000円（いずれも教材費別）
11/30（月）必着

サンドブラスト・トールペイント・
切子ガラス・七宝クラフト
※開催日時は内容により異なります。
16歳以上の方
各6～16名
12,000円～24,000円（教材費別）
12/17（木）必着

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

日時
内容

無料
日時

内容

対象
定員

締切日

内容

対象
定員
料金
締切日

料金

①受講生作品展～染色・織物～

②平成21年度第4期（1月～3月）
　創作教室

③自由創作教室（1月～3月）

抽
抽

抽

抽
11/21（土）～23（祝） 
10:00～16:00
各種講習会の発表会、展示会、
1日体験講座（定員有り、材料費要）

11/26～2/18（12/24･31、2/11を除く）
毎週木曜日　10:00～11:45
20名
10,000円

11/27、12/11・25、1/8・29、2/26、
3/12・26（金） 19:00～20:30
60名
4,000円

11/28～2/13（1/2・23を除く）
毎週土曜日 10:00～12:00
15名　
1回500円（材料費別）

12/1（火）・13:00～14:00・14:30～15:30
生後1ヶ月半～つかまり立ち前の
乳児と母親各10組
各500円（材料費別）

12/10（木） 10:00～11:30
30名 　　　　　1,500円
②～⑥料金を添えて来館。

12/19（土） 19:00～21:00
12/20（日） 10:00～17:00
コミュニティプラザ平野
（区民センター  長吉出戸5-3-58）
20名 　　　　　1,000円
12/12（土）までに電話または
来館。
市立総合生涯学習センター
平野区視聴覚教育協議会

先

先

先

申込み

申込み

申込み

申込み

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
料金

料金

料金

平野図書館平野図書館平野図書館

無料

無料

11月22日（日）午前10時～午後1時
平野区役所（背戸口3-8-19）
阿倍野区役所（阿倍野区文の里1-1-40）
北区役所（北区扇町2-1-27）
11月19日（木）・20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）

問合せ こども青少年局子育て支援担当
☎6208-8111

問合せ 東住吉税務署
☎6702-0001（音声案内）

委託事業「つどいの広場」を
実施する法人を募集します

源泉所得税の年末調整
説明会を開催します
　源泉徴収義務者を対象に平成21年
分の年末調整説明会を開催します。

11月27日（金）午後1時30分～3時30分
平野区民ホール（平野南1-2-7）

：一時保育有り保 ：抽選抽 ：先着順先
（※いずれも事前に申込み要）

　離職により住宅を喪失、または喪失のおそれがある方が安心して就職活動でき
るよう６ヵ月を限度に住宅手当を支給（貸主の口座に振込）します。
　単身世帯の支給額は月額42,000円以内。2～6人の世帯は月額54,000円以内。
7人以上の世帯は月額64,000円以内です。詳しくはお問い合わせください。

日時

日時

日時
内容

内容
日時

場所

定員
申込み

①絵本読み聞かせボランティア講座
　～小学校に絵本の楽しさを広めてみませんか～

②俳画教室～年賀状を描きます～

③読書会

④あそび工房

無料

無料

無料

入場無料

入場無料

11/21（土）10:00～11:30
関西テレビアナウンサー
山本浩之さん
区内在住で60歳以上の方と
その家族
200名
電話または来館。

対象

定員

①健康講演会
　～日々新たな出会い発見！～

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

日時
講師

申込み

12/3・10・17（木）10:00～12:00
コミュニティプラザ平野
（区民センター 長吉出戸5-3-58）他
20名
12/2（水）までに電話または来館。
平野図書館・平野区コミュニティ協会

12/5（土）10:10～12:00
25名　　　　　500円
電話または来館。

12/11（金）10:10～12:00
「ごろごろ」伊集院静著
※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。

12/12（土）14:00～15:00
「クリスマスツリー」を作ります
20名
当日13:00より整理券配布。

締切日

締切日

定員
日時

抽

日時

日時

定員

無料

⑤市民活動団体、ＮＰＯ関係者のための
　広報セミナー
　～心に響くプレスリリースを
　　　　書くための知恵！～ 保

無料 保
③《企業担当者向け》女性が能力発揮
　できる職場体制ですか？

②差がつく！仕事整理術

④一時保育付き読書タイム「本を読む日」

保育定員 保育料金
締切日

締切日

料金

抽

抽

対象・定員

申込み

日時

日時

定員
締切日

①お家でかんたん！おせち料理

抽

日程

日程

内容

対象
料金

対象

料金

①新設スタジオプログラム（1･2月計8回コース）

②第6期プール大好き教室（火～土曜日）

※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。※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）●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

加美
出張所

加美
出張所

12/17(木) 10：30～11：30

12/22(火) 9：30～11：00

12/13(日) 9:30～11:00

12/22(火) 9:30～11:00

12/ 3（木） 9:30～10:30

12/18（金） 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

9:30～11:0012/ 3（木）

9:30～11:0012/18（金）
歯科健康相談（無料）

日　時
場　所

用　紙

申込み

締切日

各30名（申込み多数の場合抽選）
電話またはFaxに希望日時・住所・氏名・電話番号・生年月日・クー
ポン券番号を記入。12月18日（金）必着。

※抽選結果は郵送で通知します。また、Faxでの申込み内容について電話で確
認させていただくことがあります。

定　員
申込み

要項配布期間
要項配布場所

予約受付

問合せ 保健福祉担当　 番窓口　☎4302-9860

　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」事業を平野区東南部
（長吉出戸、長吉六反、長吉長原、長
吉川辺）において実施する法人を募集
します。募集条件など詳しくは募集要
項をご覧ください。

11月16日（月）～30日（月）
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 区民企画担当○22番窓口
☎4302-9683

手作り年賀状
締め切り間近!!

女性特有のがん検診推進事業（乳がん検診の開催）のお知らせ
　本市から乳がん検診が無料で受診できる「クーポン券」が届いた方を対象に、乳
がん検診を開催します。　

日　時
場　所

申込み・問合せ

先

定員

定員

先

先

主催

いじゅういん しずか

やまもと ひろゆき

先

しらかわ としよし

日時

内容
料金

日時
対象・定員

日時

定員
料金

定員

日時

定員

定員

主催

料金

場所

日時

料金

日時

料金

料金

日時
定員

申込み

申込み

①区民ホール文化祭 ⑤ベビーマッサージ

②旅行で話せる中国語

③ゆったりハワイアンフラ

④ニットカフェ～ゆっくり手編み～

⑥アロマバスの楽しみ方
　～バスボムを作ろう～

⑦パソコン講習会（エクセル）

先

先

先

〒547-0031　平野南1-2-7　　6790-4000 　6790-4001

料金

日時
場所

問合せ

主催

申込み

～「平野区いろはかるた」と「小倉百人一首」を使ってかるた大会を開催します～

内容
1/23（土）13:00～（受付12:30～）
平野区民ホール　　　　小学生の部・大人（中学生以上）の部
ハガキまたはFaxに参加種目（いろはかるた・百人一首）・住所・氏名（ふりが
な）・年齢（学校名・学年）・電話番号を記入または来館。12/15（火）必着。
※いろはかるた・百人一首の両方に出場もできます。
平野区民ホール（平野南1-2-7）　　　6790-4000　　6790-4001
コミュニティプラザ平野（区民センター 長吉出戸5-3-58）　　 6704-1200　　6704-1421
★当日のボランティアスタッフを募集しています★
平野区コミュニティ協会

健康福祉局健康づくり担当　☎6208-8250　　 6202-6967

●次の①～⑦すべての条件を満たす方が支給対象です
①2年以内に離職した方
②離職前に、自らの労働により賃金を得て主として世帯の生計を維持していた方
③就労能力及び常用就職意欲があり、公共職業安定所への求職申込みを行う方
④住宅を喪失している方又は喪失するおそれのある方（喪失するおそれのある方は、下
記の⑤及び⑥の要件に該当し、賃貸住宅などに入居している方）
⑤原則として収入のない方。ただし、臨時的な収入や一時的な収入がある場合又は
生計を一とする同居の親族の収入の合計が次の金額以下であること
　　〔単身世帯：84,000円／月　複数世帯：172,000円／月〕
⑥生計を一とする同居の親族を含めた預貯金の合計が次の金額以下であること
　　〔単身世帯：50万円　　　　 複数世帯：100万円〕
⑦国の住宅喪失離職者等に対する雇用施策による貸付又は給付、生活保護などの給
付を受けていない方

　広報ひらの１月号に掲載する年賀状
を募集しています。あなたの年賀状で
紙面を飾ってみませんか？
※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。

ハガキまたはハガキ大の白地
の画用紙またはケント紙
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。
11月25日（水）必着


