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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）

日時
場所

10/22（木）14:00～16:00
平野公園（平野東2-11　櫻井寺横）
秋植え球根の栽培管理　※先着40名の方に花の土を配布します
南部方面公園事務所　☎6691-7200

• • •• • •• • • 無料

内容
問合せ

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
11/7（土）
10:30～11:50

11/7（土）
13:55～14:50

11/4（水）
10:30～11:10

11/4（水）
13:10～13:50

10/22（木）
13:50～14:30

日　時
10/24（土)
10:30～11:20

11/12（木）
13:00～13:45

11/12（木）
10:30～11:15

10/24（土）
13:30～14:30

10/22（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 申 込 方 法 問 合 せ

法律相談
10/15（木）・22（木）
11/5（木）・12（木）
19（木）・26（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 11/4（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 10/22（木）
11/26（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
10/19（月）・26（月）
11/2（月）・9（月）
16（月）・30（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）

11/10（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。

●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）
　区内在住の妊婦を対象として、
歯科医師などが健康診査や保健
指導を行います。

ノロウイルスによる食中毒と
感染症に注意しましょう！
ノロウイルスによる食中毒と
感染症に注意しましょう！

保健福祉
センター

保健福祉
センター

喜　連
小学校

11/19(木) 9：30～11：00

11/17(火) 9：30～11：00

11/19(木) 9:30～10:30

11/18（水） 9:30～10:30

11/18（水） 9:30～11:00

11/18（水）13:30～15:00

11/18（水）13:30～14:30

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

11/ 5(木) 10:30～11:30

11/17(火) 9:30～11:00
結核健診（15歳以上／無料）

歯科健康相談（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
】

申込み・問合せ

◎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。

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）

※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。

電話または直接、保健福祉担当　番窓口（☎4302-9882）へ。
問合せ 保健福祉担当  番窓口

☎4302-9973　

毎月第３火曜日
13:30～14:00

日　時

保健福祉センター場　所
若干名（要予約）定　員
保健福祉担当  番窓口
☎4302-9882

問合せ

10/24、12/12・26、1/9、2/13、
3/13・27（土）10:00～12:00
30名   　  　　　 3,500円（材料費別）

・10/22（木）・11/10（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）

11/12（木）10:00～11:30
30名　　　　　1,500円

11/12・19、12/10・17、1/7・21（木）
19:00～21:00
12名                5,000円

11/14～12/12（11/21を除く）
毎週土曜日　13:30～15:30
30名　　　　　2,000円
①～⑤料金を添えて来館。

日時
出演者

料金

①ひらの寄席

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

内容

対象・定員

対象・定員

内容

対象

申込み

申込み

申込み

日時 10/21（水）13:30～15:00
アロマクリームを使ったハンド
マッサージ
区内在住60歳以上の方30名
10/20（火）までに来館。

申込み
日時 11/8（日）15:00～16:30

当日直接
お越しく
ださい。

①生活講座「アロマセラピー」

〒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

集合場所
内容

申込み

日時 12/2（水）13:30～15:30
地下鉄谷町線「出戸」駅
長原地区をフィールドワークします
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。
11/18（水）必着。
平野区生涯学習企画検討委員会

①区民協働企画講座
　「長原遺跡を探訪
　　　　　    －古墳時代を中心に－」

無料

無料

〒547-8580　人権生涯学習担当
　4302-9801 　4302-9880

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

定員

主催

先 ～10/31（土）（10/20・27を除く）
9:30～17:30（日曜日・祝休日は～17:00）

～3/28（日）（10/25、11/3、12/27、1/1・3・10・11
を除く）毎週日曜日・祝休日 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
※小学生は保護者同伴
6～8名　　　　　 1,500円～3,500円先

定員

10/30（金）～12/24（木）
健康体操・ゆがみ修正ヨガ・ヨガ
（パワー系）・リラックスヨガ
※コースにより開催曜日・時間が
異なります。
16歳以上の方
3,200円～4,800円（施設利用料別）

10/30（金）～12/24（木）
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。
3,200円～6,400円（施設利用料別）

日程

日程

料金

対象
料金

①新設スタジオプログラム（2ヵ月8回コース）

②第5期プール大好き教室（2ヵ月8回コース）

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

定員

日時

内容・対象

料金

日時

①講師・指導員作品展

②１日体験教室　参加者募集

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

10/28～1/27（11/25、12/23・30、
1/6を除く）毎週水曜日19:00～20:45
20名 　　　　　3,000円
10/21（水）

10/29、11/26、12/17、1/28、
2/25、3/18（木）19:00～21:00
現在の社会情勢や人権問題に
ついての基礎知識と意見交換
12名 　　　　　1,000円
10/22（木）

10/31（土）14:00～15:30
200名（当日先着順）

11/19・26（木）13:30～15:30
20名　　　　　 1,000円
11/5（木）

11/12（木）
［講演会］13:30～
（定員50名　当日先着順）
［個別法律相談］16:30～18：00
（定員6名　   電話予約制）

11/20（金）・14：00～16：00・18：00～20：00
・2,300円（4kg）・4,100円（8kg）
・2,100円（白みそ4kg）　　　　　 11/13（金）
①②④⑥往復ハガキに講座名・
住所・氏名・電話番号を記入、また
は来館。各締切日必着。

料金

料金

日時

定員 料金
締切日

締切日

日時
定員
締切日

日時
料金

締切日

内容

定員

日時

日時
定員

①中国語入門基礎講座

②ふれあいトーク座論

③秋のアザレアコンサート

④かんたん手芸講座

⑤「多重債務・自己破産など借金返済」
　についての講演会と無料法律相談会

⑥手づくりみそ講習会

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

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

日時
講師

日程
内容

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

申込み

無料

無料

①健康教室
　～最新の血圧コントロール～

無料②文化祭

11/12（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）

かつら よねすけ かつら はるわか

11/26（木）14:00～15:30
福嶋クリニック　福嶋龍二さん
区内在住で60歳以上の方50名
電話または来館。

11/19（木）～21（土）
演芸発表会、作品展示会、健康
講演会、喫茶コーナー（有料）
※内容により開催日時が異なります。

ふくしま りゅうじ

新しい国民健康保険証をお送りします
　10月中に届かない場合や郵便局の保管期間が過ぎた場合、保険証の記載内
容の訂正などがありましたら、現在お持ちの保険証、印かん、「郵便物お預か
りのお知らせ」（お持ちの方）を持って、保険年金担当○17 番窓口までお申し出く
ださい。
※10月末までに75歳になる方については、後期高齢者医療被保険者証をお送
りします。

　夫やパートナーからの暴力や職場などにおけるセクシュアルハラスメン
ト、ストーカー行為などについて、人権擁護委員が電話で相談に応じます。

問合せ 保険年金担当○17番窓口　☎4302‐9956

市税のことは市税事務所へ

問合せ あべの市税事務所個人市民税担当　☎4396-2953

平野区家族介護者
リフレッシュ事業
日　時 １１月１９日（木） 

午前９時３０分～午後４時３０分頃
場　所 八尾グランドホテル

（八尾市八尾木北）
対　象 要介護1～5となった高齢者を

ご家庭で介護されている
区内在住の方（1世帯1名）

内　容 介護者間の交流・大衆演劇観覧など
定　員 20名（申込み多数の場合抽選）
料　金 2,100円
申込み 11月11日（水）までに電話。
問合せ 平野区社会福祉協議会　

☎6795-2727

里親制度にご理解・ご協力を!
さと おや

　近年、児童虐待などさまざまな事情により親もとで暮らせないこどもたち
が増えています。そうしたこどもたちをぬくもりの
ある家庭的な環境のもとで養育していただける里親
を募集しています。
　里親になるための特別な資格は必要ありません。
詳しくはお問い合わせください。
問合せ 中央児童相談所　☎6797-6520

日　時 11月15日（日）～21日（土） 午前8時30分～午後7時
　　　　　　　　　　　 （土・日は午前10時～午後5時）

問合せ 市民局人権室　☎6208-7612

全国一斉女性の人権ホットライン（相談無料・秘密厳守）
　使用者は労働者に対して、時間額762円以上の賃金を支払う必要があります。
○大阪府最低賃金は、パート・アルバイトなどを含むすべての労働者に適用
されます。
○特定の産業の労働者については、別に「産業別最低賃金」が定められています。
問合せ 大阪労働局賃金課　☎6949-6502

9月30日から「大阪府最低賃金」の金額が
時間額762円に改正されました

区役所内で開催している
「親子のひろば」を中止しています

締切日

保

保

保

保

保

抽

抽

抽

抽

日時

定員 料金

定員 料金
締切日

日時

日時

日時

日時

日時
定員
締切日

対象・定員

料金 締切日

定員 料金
締切日

対象・定員

①水墨画をはじめよう

締切日
②節約！ ラクチンお弁当メニュー

③１・２歳児の子育て講座
　　～みんなで学ぶ楽しい子育て～

④仕事に活かす！ ウォーキングセミナー

⑤ベビーヨガ

⑥世界の料理でヘルシー＆ビューティー
　～錆びないからだ作り！
　　　めざせアンチエイジング！～

無料

申込み

抽

抽

抽

先 料金

料金

料金

日時

定員

定員

日時

定員

料金

日時

対象・定員

日時

日時

定員

①フラワーアレンジメント

②ベビーマッサージ

④茶道（裏千家）教室

③アロマテラピー
　～風邪予防のルームスプレーを作ろう～

⑤筆ペンで年賀状を書こう！

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

無料

10/31（土）10:10～12:00
25名　　 　　　1,000円
電話または来館。

11/3（祝）14:00～15:00
100名（当日先着順）

11/8（日）13:30～14:00
20名（当日先着順）

11/13（金）10:10～12:00
「中大兄皇子伝　上・下」　
黒岩重吾著
※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。

11/14（土）14:00～15:00
うごくおもちゃを作ります
20名
当日13:00から整理券配布。

日時
定員

定員
日時

日時
定員

日時
内容
定員

日時
内容

①第12回図書館フェスティバル
　●はがき絵講座

　●秋のあっぷっぷ劇場
　　　　　　 ～おたのしみ会～

　●リーディンググループ麦笛の
　　　　　　　　  おたのしみ会

　●あそび工房

　●読書会

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

無料

無料

無料

無料

10/31、11/7・14・28、12/12
（土）10:00～12:00
4歳～小学生のこどもと親10組
1回1組（2名）1,000円
料金を添えて来館。

11/1（日）（雨天の場合11/3（祝））
上の太子みかん園（南河内郡太子町）
中学生以上…1,200円 
小学生…800円 
3歳以上6歳未満…600円
コミュニティプラザ平野または
平野区民ホール（平野南1-2-7）へ
料金を添えて来館。

11/8（日）13:00開会
カラオケ、舞踊などの発表会
※先着600名に福引抽選券を配
布します。
※車でのご来場はご遠慮ください。

11/18（水）～11/21（土）
午前の部10:30～午後の部13:30～
各16名
2,500円（4kg）
10/28（水）9:30より料金を添
えて来館。9:30の時点で定員を
超えた場合は抽選。

11/21（土）、12/6（日）・13（日）、
1/17（日）・30（土）14:00～16:00
4歳～小学生50名 　　　　　
2,000円
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。

11/29（日）9:10開会
平野スポーツセンター（平野南4-6-1）
男女別ダブルス
区内在住・在勤・在学（高校生以上）の方
1チーム2,000円

日時

対象・定員

日時

日時
内容

日時

日時

日時
場所
種目
対象
料金

対象・定員

定員
料金

料金

場所
料金

料金
料金

①親子クッキング

②区民レクリエーション大会

③区民芸能大会

④みそづくり講習会

⑤ひらのミュージックkids音楽セミナー

⑥第8回区民バドミントン大会

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

11/6～3/19（1/1を除く）
第1・3・5金曜日14:00～16:00 
15名                    17,000円（材料費別）
10/27（火）

11/7（土）10:00～13:00
30名                 2,000円
10/28(水)

11/11（水）・18(水) ・21（土）10:00～12:00
1～2歳児の母親15名　  　　　  　　11/1（日）

11/18（水）19:30～20:30
20名　　　　　 1,000円
11/8(日)

11/19～12/17 毎週木曜日　10:30～11:30
生後3ヶ月～1歳0ヶ月までの乳
児と母親10組
5,000円            11/8(日)

11/21、12/19（土）11:00～13:00
30名                  3,600円
11/11(水)
①～⑥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

申込み

申込み

先

先 先

先

先

料金

くろいわ じゅうご

先

先

先

抽

抽

抽

無料

日　時
10月31日（土）、11月1日（日）
午前10時～午後4時
場　所
平野区民ホール
（平野南1-2-7）
問合せ
区民企画担当
○21番窓口　
☎4302-9734

ゴスペルワークショップ参加者と、　
指導者でシンガーソングライターの
寺尾仁志さんによるライブです。　
てらお ひとし

●市・府民税（普通徴収）第3期分の納期限は11月2日（月）です。
●個人市・府民税の調査にご協力ください。
　市税事務所の職員が、前年の所得状況などについて、電話や文書でお尋ねし
たり、直接調査におうかがいすることがありますので、ご協力をお願いしま
す。なお、訪問する際には、顔写真付きの「徴税吏員証」を携帯しています。

ちょうぜい り いん しょう

問合せ 保健福祉担当　番窓口（子育て支援室）　☎4302-9936

　新型インフルエンザ感染拡大予防のため、「親子のひろば」を当分の間中止
します。ご利用のみなさんには、十分な周知ができずご迷惑をおかけしまし
たことをおわび申しあげます。
　なお、子育てに関する相談などについては、引き続き保健福祉担当　番窓
口（子育て支援室）ならびに『親子ひろばパートⅡ』において実施しますの
で、事前にご連絡ください。
【中止している「親子のひろば」】
　○『親子ひろば』　○『あいあい ふれあいひろば』　○『ユニット　村の栗の木』
　○『平野･喜連子育て支援センター出張ひろば』　○『おはなしあっぷっぷの会』

○手指・調理器具の洗浄・消毒を
徹底しましょう。
○カキなどの生食は避け、中心
部まで十分加熱しましょう。
　（85℃1分間以上）
○嘔吐物などで汚染した場所や
掃除用具などは塩素系消毒薬
で消毒しましょう。
○嘔吐・腹痛・下痢・発熱など体
に異常のある時は、早めに医
師の診察を受けましょう。

おう と

先 料金

☎0570-070-810

先

日時
内容


