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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わせください。
：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

1/9（土）
10:30～11:50

1/9（土）
13:55～14:50

1/13（水）
10:30～11:10

1/13（水）
13:10～13:50

12/24（木）
13:50～14:30

日　時

12/26（土)
10:30～11:20

1/7（木）
13:00～13:45

1/7（木）
10:30～11:15

12/26（土）
13:30～14:30

12/24（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 受 付 方 法 問 合 せ

法律相談
12/17（木）・24（木）
1/7（木）・14（木）・
21（木）・28（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 1/6（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 12/24（木）
1/28（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
12/21（月）・28（月）
1/4（月）・18（月）・

25（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

1/5（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

1/12（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。

（携帯電話からは☎06-6567-6889）

●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。

保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

1/20（水） 9:30～10:30

1/20（水） 13:30～14:30
1/31（日）9:30～10:30（★）

1/ 7（木） 10:30～11:30

1/21（木） 10:30～11:30

1/27（水） 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）

結核健診（15歳以上／無料）

1/20（水） 9:30～11:00

1/23（土） 9:30～11:00

1/27（水） 9:30～11:00

1/31（日） 9:30～11:00

1/20（水） 13:30～15:00

1/31（日） 9:30～11:00

歯科健康相談（無料）

日時 会場

備考

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。

★1/31の乳がん検診（超音波・マンモグラフィ）のみ1/12（火）17:00に申込み締切、17：15
より保健福祉担当○32 番窓口にて公開抽選を行います。当選者には問診票をお送りします。
[1/22（金）発送予定]（同日行われる骨量検診は先着順、特定健診は予約不要です）

※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

　～ ～　～ ～　～ ～

対象・定員

日時

日時

出演者

料金

①初笑いひらの寄席

②住民大学講座
  「古代の人と水とのかかわり」

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

1/9（土）13:00～17:15
30名
12/26（土）

1/14～28　毎週木曜日　
14:00～16:00
40名
1/5（火）

1/16・23（土）14:00～16:00
発達障がい児の保護者30名
1/6(水)

1/16～3/20　第1･3･5土曜日
10:30～12:00
20名
8,000円
1/6(水)

1/17（日）13:00～17:15
50名
1/7(木)

1/20～3/24　毎週水曜日
朝クラス10:00～12:00
夜クラス19:00～21:00
各30名　　　　　12,000円
1/10(日)

1/21～3/18（2/11を除く）
毎週木曜日19:00～20:00
女性の方25名
8,400円　　　 1/11(祝)

1/22（金）19:30～20:30
女性の方25名
2,500円　　　 1/11(祝)

1/22～3/19（2/5・12、3/5を除く）
毎週金曜日　14:00～15:30
10名
7,200円　　　 1/11(祝)

1/23（土）10:00～13:00
30名
2,000円　　　 1/13(水)
①～⑩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

申込み

申込み

申込み

申込み

日時 1/13（水）《講演》13:30～14:30
《個別相談》14:30～15:30
区内在住60歳以上の方
《講演》当日直接お越しください。
《個別相談》1/8（金）までに来館。
（定員5名　  ）

1/20（水）13:30～14:30
区内在住60歳以上の方50名
100円
1/16（土）までに料金を添えて来館。

①生活講座「高齢者の確定申告について」

日時

〒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）

対象

先

先

先先

定員

料金定員

2,400円～8,400円（施設利用料別）料金
①水泳・スタジオクラス（1月～）

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

1/22（金）11:00～13:00
アスパラの肉巻き、けんちん汁
12名　　　　　1,000円
往復ハガキに講座名・住所・氏名・年齢・
電話番号を記入。1/15（金）必着。

1/30（土）12:00～14:00
チキンカツ・ポテトサラダ・シュークリーム
小・中学生16名
500円
料金を添えて来館。

日時
内容
定員 料金

日時
内容
対象・定員
料金

①手軽にできる我が家の一品

②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

料金

料金
締切日

料金 締切日

締切日

締切日

締切日

保
保

抽

抽

抽

抽

抽

抽

抽

抽

抽

抽

②新春お茶会

無料

ゆいかわけい

1/14（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）

1/29～3/12　毎週金曜日　
13:30～15:30
80名　　　　　　2,000円
1/22（金）9:15より料金を添え
て来館。

かつら よねすけ かつら はるわか

12/26（土）　13:30～15:30
20名　　　　　2,300円

1/8（金）・13:00～14:00・14:30～15:30
1/19（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）
《1/8開催分》1/5（火）
《1/19開催分》1/16（土）

1/6～3/17（1/13を除く）
毎週水曜日　10:00～11:45
20名　　　　　10,000円

1/8～3/19（1/22、2/5・12を除く）
毎週金曜日 ・16:30～17:10  ・17:15～17:55
各40名
4,000円（こども1人増につき300円要）
12/22（火）

1/9～3/27（1/23・30、2/6を除く）
毎週土曜日　19:00～20:30
40名　　　　　3,800円

1/9～3/27（1/23を除く）
毎週土曜日　19:00～20:30
40名　　　　　 4,400円

1/14～3/25（2/11を除く）
毎週木曜日　10:00～12:00
20名　　　　　 10,000円

区内の幼稚園児・小学生・中学生
5名以上で舞台発表できるもの
9組　  　　　    1/16（土）
区子ども会育成連合協議会
区コミュニティ協会

1/20～4/28　毎週水曜日　
10:00～11:30
50名　　　 　   6,000円
①③⑤～⑦⑨料金を添えて
来館。
②④⑧電話または来館。先

先

先先

先

先

③ステップアップ！中国語

④親子で楽しく♪英語リトミック

問合せ 大阪第一、第二、第三、第四検察審査会事務局　☎6316-2985

問合せ ゆとりとみどり振興局生涯スポーツ担当　☎6615-0915

「検察審査会」をご存知ですか？
　犯罪の被害にあって警察や検察庁に訴えたのに、検察官が起訴してくれな
い。このような場合に、検察官のした不起訴処分が正しかったかどうかを
審査するのが｢検察審査会｣です。
　審査員は、選挙権を持っているみなさんの中から｢くじ｣で選ばれること
になっていますので、選ばれたときにはご協力をよろしくお願いします。

国民健康保険に関するお知らせ
●保険料の納付には便利な口座振替をご利用ください
　現在、納付書で納めておられる方も、一度手続きを行えば自動的に保
険料が納付される便利な口座振替を利用していただくようお願いしま
す。手続きは国民健康保険証･通帳･通帳使用印をお持ちになって口座の
ある金融機関または区役所保険年金担当○18番窓口でお願いします。

大阪府立高等学校の体育施設を使用できます
　府立高等学校では、体育施設（グラウンド・テニスコート・体育館）を学校教育に
支障のない範囲で開放しています。市内にあるこれらの体育施設を使う際には、
事前にチーム登録が必要です。
登録受付締切…1月12日（火）（必着）

戸籍事務のコンピュータ化を進めています
　大阪市では、証明書の交付時間の短縮など市民サービスの向上と戸籍事務の
効率化を図るため、戸籍事務を順次コンピュータ化しており、平野区でも12月14日
より実施しています。（導入当初は確認作業のため時間をいただくことがあります）
○おもな変更点
　・書式が｢縦書き｣から｢横書き｣に変わります。
　・名称が｢戸籍謄本｣から｢戸籍全部事項証明書｣などに変わります。　　      
　 （手数料に変更はありません。）
（注）大阪市に住民登録をしていても、本籍が本市以外の方は対象になりません。

問合せ 住民情報担当○16番窓口　☎4302-9961

問合せ 保険年金担当○18番窓口　☎4302-9946

●保険料は納期内に納めてください
　当月分の納付が遅れた場合などに、徴収の担当者が保険料の集金にお
うかがいすることがあります。おうかがいした時は、徴収員証を提示し
ますので、必ず確認のうえ納付してください。
　また、特別な事情もなく保険料の滞納が続くと、保険証を返還してい
ただくことになり、病院にかかった際に医療費を一旦全額支払っていた
だく資格証明書が交付されます。なお、資格証明書が交付されても保険
料の納付義務はなくなりません。滞納が続きますと財産などの差押えを
行う場合がありますのでご注意ください。

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）

問合せ あべの市税事務所固定資産税担当　☎4396-2959（償却資産）

市税のことは市税事務所へ
●固定資産税・都市計画税（第3期分）の納期限は12月25日（金）です

●償却資産申告書を送付します
　土地と家屋以外の事業用の有形固定資産をお持ちの方に償却資産申告書
またはハガキを送付しています。12月中に申告書などが届かない場合はお問
い合わせください。

※所得税の住宅ローン控除の手続きについては、
　東住吉税務署（☎6702-0001（音声案内））にお問い合わせください。

●個人市・府民税の住宅ローン控除制度が変わります
　平成11～18年末及び平成21～25年末の間に入居し、所得税の住宅ローン
控除の適用を受ける方で、所得税から引き切れない額が発生した場合は、
翌年度の個人市・府民税から控除される制度が創設されました。適用に際し
て、本市への申告は原則不要ですが、源泉徴収票の「（摘要）｣欄に「住宅借入
金等特別控除可能額｣と｢居住開始年月日｣が記載されていないと個人市・府民
税の住宅ローン控除が適用されません（給与所得者の方）ので、記載がない
場合はお勤め先にお問い合わせください。

日時
定員

日時

日時

日時

①ビジネスパーソンのためのメタボリック
　シンドローム対策セミナー 日時

⑥英語でＴｒｙコミュニケーション

⑦タイ式ハーブスチームヨガ教室

⑧タイ式アロマセラピー・フット講座

⑨風雅に小唄や俳句を唄いましょう

⑩野菜たっぷり！あったか煮込み料理

日時

日時

対象・定員

料金

日時

日時

定員

料金
定員

料金
対象・定員

締切日

定員
締切日

定員

定員

料金
締切日

②シニアにやさしい暮らし発見

③発達障がいの子どもをもつ
　　　　　 親のためのセミナー

④茶道をはじめましょう

⑤女性医師・医療職のワークライフ
　　　 バランス実現に向けて

無料

保

保

無料

保

保

無料

無料

定員

締切日
対象・定員

日時

締切日

申込み

申込み

12/20（日）・23（祝）14:00～16:30
【サンドブラスト・陶芸】
小学1年生以上
【染色】小学3年生以上
【バーナーワーク・ステンドグラス・織物・木工・金工】
小学5年生以上
※陶芸のみ作品の引渡しは
　1ヵ月半後となります。
6～8名
※小学生は保護者同伴
3,000円～3,500円

12/23（祝）
・10:00～12:30　・14:00～16:30
小学5年生以上各8名
※小学生は保護者同伴
3,000円

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

日時

日時

料金

定員

①クリスマス限定1日体験教室

②木工工房クリスマス限定体験教室
　～指輪をつくる～

内容・対象

料金

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

定員

締切日

締切日

定員
料金

料金

定員 料金

定員 料金

先

先定員 料金

締切日

日時

日時

対象
内容
定員
主催

料金

②ベビーマッサージ

⑤ヨーガ（土曜・夜のリラックスコース）

⑥太極拳（土曜・夜コース）

⑦英会話を学ぼう！

⑧第22回こども文化カーニバル
　　　　　　　　　　　 出演者募集
　2/7（日）に開催される
　こども文化カーニバルの
　出演者を募集します。

⑨太極拳（水曜コース）

日時

日時

対象・定員

料金

料金

日時

①お正月飾りをフラワーアレンジメントで作ろう！

12/23（祝）14:00～15:00
パネルシアターや絵本の読み聞かせ
100名（当日先着順）

1/8（金）10:10～12:00
「100万回の言い訳」唯川恵 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。

1/9（土）14:00～15:00
「スキージャンプ」を作ります
20名
当日13:00より整理券配布。

1/12（火）・15（金）・20（水）
10:15～12:00
20名
電話または来館。

1/17（日）13:30～14:15
グループ麦笛によるおたのしみ会
50名（当日先着順）

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

●12/28（月）～1/4（月）は
　年末年始のお休みです
返却ポストは12/27（日）17:00～
1/4（月）9:00まで利用できません。

●12/28（月）～1/4（月）は年末
　年始のお休みです

申込み

申込み

定員

定員

日時
内容

内容

定員

日時
内容
定員

日時

①あっぷっぷの冬の子ども会
日時

日時
内容

②読書会

無料

無料

④「絵本を見る、聞く、感じる」講座 無料

⑤えほんとあそぼ！ 無料

③あそび工房 無料

抽

抽

2/12（金）・19（金）、3/9（火）・
16（火）・23（火）13：30～15：30
区内在住で講座終了後メイクボ
ランティア「さくらグループ」で活
動していただける方
10名程度　　　　　 500円
往復ハガキに住所・氏名・年齢・
電話番号・受講動機を記入。
1/16（土）必着。

日時

対象

定員 料金

①メイクボランティア養成講座

平野区ボランティアビューロー平野区ボランティアビューロー平野区ボランティアビューロー
〒547-0043　平野東2-1-30
　6795-2200 　6795-2929

申込み

抽

先

先

先

先

1/27（水）13:00～15:00
（株）いわさき（東住吉区西今川1-9-19）
15歳以上の方20名
800円
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。
1/13（水）必着。
平野区生涯学習企画検討委員会

日時

対象・定員
場所

主催

料金

①区民協働企画講座
　「ワァー、すごい、本物みたい！
　食品サンプル作りをとことん体験
　～地元が生んだ日本の技を学ぶ～」

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

申込み

先

※コースにより開催日時・対象などが異なります。

日時
場所

1/13～3/17　毎週水曜日　13:00～16:00
大阪市立社会福祉センター（天王寺区東高津町12-10）
市内在住・在勤・在学の18～65歳の方30名（申込み多数の場合抽選）
往復ハガキに住所・氏名・年齢・電話番号を記入し、
〒543-0021天王寺区東高津町12-10　大阪市立社会福祉センター内
（社）大阪市視覚障害者福祉協会へ。
1/6（水）必着。
健康福祉局障害福祉企画担当　☎6208-7994

無料

対象・定員
申込み

問合せ

視覚障がいのある方のために点字図書を作成し提供するボランティアを養成します。

日時
場所

1/17（日）13:30～16:00（12:30開場）
阿倍野区民センター（阿倍野区阿倍野筋4-19-118）※手話通訳有り
ハガキまたはFaxに講座名・氏名・電話番号を記入し、
〒530-8201 市役所健康福祉局高齢福祉担当へ。 1/15（金）必着。
健康福祉局高齢福祉担当　☎6208-8086　　6202-6964

　～ ～　～ ～　～ ～ 無料

申込み

問合せ

みんなで築く、明るい社会　みんなで守る、寄附禁止
政治家の寄附は禁止されています

みんなで築く、明るい社会　みんなで守る、寄附禁止
政治家の寄附は禁止されています

平野区選挙管理委員会　平野区明るい選挙推進協議会平野区選挙管理委員会　平野区明るい選挙推進協議会


