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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

4/3（土）
10:30～11:50

4/3（土）
13:55～14:50

4/7（水）
10:30～11:10

3/25（木）
14:20～15:00

3/25（木）
13:25～13:55

日　時

3/27（土)
10:30～11:20

4/1（木）
13:00～13:45

4/1（木）
10:30～11:15

3/27（土）
13:30～14:30

3/25（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
3/18（木）・25（木）
4/1（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○22番窓口
　　   ☎4302-9683予約

緑化相談 4/7（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 3/25（木）
4/22（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
3/15（月）・29（月）
4/5（月）・12（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

4/6（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

4/13（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

保健福祉
センター

瓜破会館

瓜破会館

4/20(火)　 9:30～10:30

4/20(火)　 13:30～14:30

4/27(火)　 9:30～10:30

5/  4(祝)　 9:30～10:30

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・
昭和の奇数年生まれ35名／1,500円）
骨量検査（18歳以上80名／無料）

結核健診（15歳以上／無料） 4/22(木)　 10:30～11:30

5/  4(祝) 9:30～11:00

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

胃がん（40歳以上80名／500円）　
大腸がん（40歳以上80名／300円）
肺がん（40歳以上80名／無料
　　　※喀痰（かくたん）検査400円）

急性灰白髄炎（ポリオ）
生ワクチン服用のお知らせ（無料）

愛犬の登録と狂犬病予防注射のお知らせ

4/  7（水）　 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

長吉東小学校 南門

13:30～15:00

地　　区

4/12（月）　

4/  2（金）
加美南部小学校 南門4/  5（月）
加美北小学校 南門4/  6（火）
喜連小学校 南門4/  7（水）

13:30～15:00
4/21（水）　
13:30～15:00
4/26（月）　
13:30～15:00

日　時 会　場

問合せ

問合せ

保健福祉担当  番窓口　☎4302-9882

○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。

　狂犬病予防注射を下記のとおり行いますので、必ず受けてください。
飼犬の登録をされていない方は同時に登録もできます。保健福祉セン
ターから案内通知の送付を受けた方は、必要事項を記入し、忘れずにお
持ちください。

◎なお、上記会場のほか、大阪市狂犬病予防注射業務委託動物病院に
おいても登録及び狂犬病予防注射を受けることが可能です。

※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。

時間
料金

13:30～16:00（雨天決行）
新規6,200円(含登録料、注射料金)　継続3,200円(登録済みの犬)
※釣り銭のいらないよう、ご協力願います。

日 程 会 場
区役所 瓜破出張所4/  8（木）
長原小学校 北門4/  9（金）
区役所地下駐車場出入口横4/13（火）

日 程 会 場

保健福祉担当○32番窓口　☎4302-9973

産後のつどい（予約制・無料）産後のつどい（予約制・無料）
日 程 　 　4/13（火）、5/18（火） 時 間 　 　10：00～11：00
場 所 　 　保健福祉センター2階
内 容 　 　育児相談・交流会

（新型インフルエンザの感染拡大予防のため、内容を一部変更することがあります）

対 象 　 　生後2ヶ月ごろのお子さんとその養育者

申込み・問合せ 保健福祉担当○34番窓口　☎4302-9968

対象・定員

日時

日時
場所
種目
対象

主催

料金

①ゆっくり英会話教室

②第35回区民卓球大会

コミュニティプラザ平野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

申込み

申込み

料金
申込み

日時 4/7～6/30　毎週水曜日　10:00～12:00
文字入力のできる方12名
26,000円

4/14～6/23　第2・4水曜日　13:00～15:00
初心者の方12名
14,000円

4/2～6/18　毎週金曜日　10:00～12:00
文字入力のできる方12名
26,000円
3/31（水）までに電話または来館。

①パソコン教室
【インターネット入門】

【Word入門】

【Word基礎】

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）

先

先

先

先

先

定員

4/1（木）～28（水）
生後6ヶ月の乳児～中学生

2,800円～3,200円（施設利用料別）

・3/23（火）～26（金）
・3/30（火）～4/2（金）
15:15～16:30・2～4歳・各8名
16:15～17:30・4歳～小学2年生・各8名
17:15～18:30・小学3年生以上・各10名
4,200円

日程

料金

料金

対象

日程

①4月プール大好き教室（火～土曜日 計8回コース）

②春休み短期水泳教室

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

4/17・24（土）11:00～13:00
カツカレー、サラダ、いちご大福
小・中学生16名
600円
3/15（月）9：30より料金を添えて来館。

4/19・26（月）13:30～15:30
総絞りで鯉のかざりを作ります
20名　　　　　1,800円
4/12（月）

4/23（金）11:00～13:00
厚揚げの酢豚風
12名　　　　　1,000円
4/16（金）
②③往復ハガキに講座名・住所・
氏名・年齢・電話番号を記入。各
締切日必着。

日時

定員
締切日

日時
内容

内容
対象・定員

料金

定員
締切日

日時
内容

料金

料金

①子どもクッキング

②かんたん手芸

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

料金

対象・定員
日時

料金

おぎわらひろし

もりはらゆうじ あらかわなつえ

しらかわとしよし

うえきひさし

ひとまさかい

4/15～7/15（4/29、5/6を除く）
毎週木曜日
初級クラス①…9:30～
初級クラス②…10:35～
入門クラス…11:40～
各12名　　　　　5,000円
4/1（木）9:30より料金を添えて来館。
※受付開始時点で定員を超えた場合抽選。

4/18（日）10:00開会
平野スポーツセンター（平野南4-6-1）
男女別シングルス
区内在住・在勤の方
500円
4/4（日）までに料金を添えて来館。
平野区体育厚生協会

4/9～6/25（4/23を除く）　
毎週金曜日
・16:30～17:10　・17:15～17:55
親子各40組
5,000円（こども1人増につき300円要）
EメールまたはFaxに講座名・住所・
氏名（親子とも）・こどもの年齢・電話
番号を記入、または電話・来館。
3/27（土）必着。

4/3～6/26（4/24を除く）　
毎週土曜日　19:00～20:30
20名　　　　　4,800円

4/3～6/26　毎週土曜日　19:00～20:30
40名　　　　  
5,000円

4/14～6/23（5/5を除く）
毎週水曜日　10:00～11:45
20名　　　　　10,000円

4/7～6/30（5/5を除く）
毎週水曜日　13:30～15:30
50名　　　　  　4,000円

4/15～7/1（4/29、5/6を除く）
毎週木曜日　10:00～12:00
20名　　　　　 
10,000円

4/8～6/24（4/29、5/6を除く）
毎週木曜日　10:00～11:45
20名　　　　　 10,000円

4/8～6/17　第2･3木曜日　19:00～21:00
12名　  　　　　5,000円

4/9～7/23　第2・4金曜日
（6月は第2・3金曜日）19:00～20:30
60名　　　　　4,000円

4/10～6/26　第2・4土曜日　10:00～12:00
30名　　　　　　  
3,000円（材料費別）

4/14～7/28　第2・4水曜日
13:30～15:30
30名　　　　　　  
5,200円（材料費別）
②～⑪料金を添えて来館。先

先

①親子で楽しく♪英語リトミック

市営交通機関等乗車料金福祉割引について
　児童扶養手当受給者である母子家庭の母または養育者及びそれに準ずる方
を対象に（生活保護受給世帯の方は対象外）地下鉄・市バス・ニュートラムの乗
車料金割引証を発行しています。
　すでに乗車料金割引証をお持ちの方で、引き続き次年度も利用される方は、
平成21年度割引証受領書の返送が必要です。返送いただいている方には、新年
度分を3月末日までにお送りします。届かない場合はお問い合わせください。

「コミュニティ振興施設条例施行規則」の一部改正（案）について
　大阪市長が管理する区役所附設会館の使用許可に関する規定の一部を改正す
るにあたり、市民のみなさんのご意見を募集しています。詳しくは市ホームページ
（http://www.city.osaka.lg.jp/shimin/）をご覧ください。

国民健康保険の高齢受給者証
（自己負担割合が「1割」）をお持ちの方へ
　医療機関窓口での自己負担割合が1割の高齢受給者証は有効期限が平成22年
3月31日となっていますので、4月以降の新しい高齢受給者証を3月中にお送りします。
問合せ 保険年金担当○17番窓口　☎4302-9956

問合せ 保健福祉担当○33番窓口　☎4302-9857

問合せ 市民局地域振興担当　☎6208-7306

問合せ【原動機付自転車・小型特殊自動車】あべの市税事務所軽自動車税担当　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ☎4396-2954
【軽三輪・軽四輪自動車】軽自動車検査協会　　　　  ☎6612-1565
【軽二輪・二輪小型自動車】大阪運輸支局なにわ自動車検査登録事務所　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　☎050-5540-2059

問合せ あべの市税事務所管理担当　☎4396-2948
船場法人市税事務所管理担当　☎4705-2948

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）

市税のことは市税事務所へ
●固定資産税（土地・家屋）の縦覧を行います
　平野区・阿倍野区・東住吉区のいずれかの区内に土地・家屋をお持ちの方は、
あべの市税事務所で土地・家屋の平成22年度の価格を記載した縦覧帳簿を縦覧
できます。縦覧の際は、本人確認ができるもの（運転免許証など）または納税通知
書をお持ちください。（代理人の場合は委任状が必要です。）　
※区役所での縦覧はできません。

●原動機付自転車・軽自動車の廃車届を忘れずに
　軽自動車税は、毎年4月1日現在の所有者に課税されます。
　廃車・譲渡・盗難・転居などがあった場合は3月31日（水）までに必ず届出をしてく
ださい。届出がないと、引き続き課税されることとなりますのでご注意ください。

●市税納税通知書の封筒に点字表示を行います
　大阪市では、視覚に障がいのある納税者の方が希望される場合は、市からお送
りする納税通知書などの封筒に文書名と問い合わせ先の点字表示を行います。
　希望される方は市税事務所へ電話でお申込みください。

申込み

申込み

4/4～6/27　毎週日曜日・祝休日
14:00～16:30
※内容により開催されない日があります。
サンドブラスト・陶芸…小学1年生以上
バーナーワーク・ステンドグラス・染色・
織物・木工・金工…小学5年生以上
※小学生は保護者同伴
6～8名
1,500円～3,500円

4/29（祝）、5/16（日）・30（日）、6/13（日）・27（日）
13:30～16:00
小学3～6年生15名
18,000円   　　  4/12（月）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

日時

日時

料金 締切日

②こどもクラフト塾　受講生募集

①一日体験教室　参加者募集

対象・定員

料金
定員

内容・対象

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

申込み

日時

日時

定員

定員

日時
定員

料金

定員

定員

先

料金
先

料金先

定員

料金

料金

先 料金

先 料金

先

先

料金

先
料金

日時

定員

日時

日時

日時
定員

②太極拳

③リラックスヨーガwithアロマ

④ステップアップ中国語

⑤楽しく健康！笑いのヨーガ

⑥英会話を学ぼう！

⑦旅行で話せる中国語

⑧茶道教室

日時

日時

定員

料金
定員

⑩フラワーアレンジメント

⑪絵手紙と俳画

⑨ゆったりハワイアンフラ

日時

対象・定員
料金

日時

3/20（土）14:00～15:00
20名
当日13:00より整理券配布。

3/24（水）15:15～16:00
ボランティアグループ「くまの
子」による人形劇など
60名（当日先着順）

4/9（金）10:10～12:00
「明日の記憶」荻原浩著

4/10（土）14:00～15:00
「キューブパズル」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

定員

日時

内容

定員

定員

日時
内容

日時

①おりがみ教室

日時
内容

②春のこども会

無料

無料 ④あそび工房 無料

無料

③読書会 無料

抽

抽

抽

抽

抽

抽

5/12（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
4/9（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

場所

対象・定員
種目 料金

①スポーツ教室（5月～7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

申込み
3/25（木）13:30～14:30　
【漫才】横山ホットブラザーズ
【津軽三味線】「仁征会」
市内在住で60歳以上の方150名
電話または来館。

日時
内容
・出演
対象・定員

①健康お笑いまつり♪

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

申込み

抽

抽

先

4/10（土）13:30～16:00
クレオ大阪南（喜連西6-2-33）
大阪市教育委員会事務局　植木久
喜連村史の会代表・寶圓寺住職
　　　　　　　　　白川俊義さん
396名（当日先着順）

4/17（土）13:30～16:30
※雨天の場合4/24（土）に延期
喜連小学校（喜連7-6-4）
区内在住の方30名　　　　　　　500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。
4/2（金）必着。
喜連村史の会
喜連四連合町会・(財)大阪市女性協会・
平野区生涯学習企画検討委員会・区役所

日時

日時

定員

対象・定員

場所

集合場所

講師

料金

主催
共催

対象・定員
料金

●区民協働企画講座
①講演「喜連村の歴史探訪」

②喜連村歴史ウォーク「喜連の歴史的建造物めぐり」

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

先

先

※コースにより開催日時・対象などが異なります。

日時
内容

料金

講師

4/24（土）10:00～12:00
簡単なリズム体操やスポーツ活動などのレクリエーション
NPO法人　MYフィットネス道　森原優次さん・荒川夏江さん
幼児～小学生と保護者20組
1組500円（こども1人増につき50円要）別途、保険料として1人につき30円要。
EメールまたはFaxに講座名・住所・氏名（親子とも）・こどもの年齢・電
話番号を記入、または電話・来館。4/10（土）必着。

親子で楽しく体を思いっきり動かしませんか？障がいがあるお子さんも気軽に
ご参加いただけます。

期間

場所

4月1日（木）～30日（金）（土・日・祝休日を除く）
午前9時～午後5時30分（金曜日は午後7時まで）
あべの市税事務所（阿倍野区旭町1-2-7あべのメディックス内）4階窓口

募集期間 3月25日（木）まで

対象・定員

申込み

日時
場所
定員

対象
料金

問合せ

4/7～Ｈ23/3/9　毎週水曜日（一部木曜日の場合あり）19:00～21:00
平野区民ホール（平野南1-2-7）（予定）　　　　区内在住・在勤の15歳以上の方
50名　　　　　無料（別途テキスト代1,200円程度要）
往復ハガキに住所・氏名（フリガナ）・年齢・電話番号またはFax番号を記入し、
〒547-0011長吉出戸8-3-3-801渡辺方　平野区聴言障害者福祉協会へ。
3/25（木）消印有効。
保健福祉担当○33番窓口　☎4302-9857

申込み

※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。

時間
・対象
・定員

    hirano-hall@sunny.ocn.ne.jp


