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平野区民ホール　16790-4000問合せ 

●展示中　　   ～ 5 月19日（水）…絵手紙と俳画作品展　区民ホール講習会 
● 5 月20日（木）～ 6 月 2 日（水）…手芸作品展　にこにこセンター 
● 6 月 3 日（木）～ 6 月16日（水）…水彩画展 

平野南小学校生涯学習ルーム「優彩会」 

場  所 

時  間 

料  金 

午後2時～4時 
※8月1日は、午後3時～5時 
※8月22日は、午前10時・11時・午後1時・2時のいずれか1回 

平野区民ホール（平野南1-2-7） 
※8月22日は、大念仏寺白雲閣（平野上町1-7-26） 

3,000円 
※「平野区誌」をすでにお持ちの方は不要。 

問合せ 総合企画担当%1番窓口　14302-9919

問合せ 保健福祉担当#3番窓口　14302-9857

問合せ 耐震・密集市街地整備支援課（大阪市住まい公社）　16882-7053

日　時 
場　所 
定　員 

日　時 

場　所 

定　員 

申込み・問合せ 

申込み・問合せ 

6月2日（水）　午前9時30分～ 
区役所正面玄関前 
500名（当日先着順） 

平野区花と緑のまちづくり推進委員会から「区の花
わたの苗」「花苗」をさしあげます。 
黄色の花や、かわいいわたの実を育ててみませんか！ 
平野区を緑豊かなまちにしましょう！ 

　住まいの耐震化について関心をお持ちの区民のみ
なさんを対象として、大阪市が設置した「大阪市耐震
改修支援機構」のメンバーである建築の専門家や大
阪市耐震診断・改修補助事業の担当者が、木造住宅の
耐震化についてのご相談に応じます。 

中学3年生までの子どもを養育されている方には「子ども手当」が支給されます。 
手続きが遅れると受給ができなくなる場合があります。 
詳しい申請方法や申請に必要なものについてはお問い合わせください。 
※公務員の方については、勤務先にお問い合わせください。 

5月31日（月）午前10時～午後4時 
区役所3階　303・304・305会議室 
60組（先着順、事前申込み要） 

※より充実した相談とするため、建物の写真や図面があれば当日お持ちください。 
　なお、当日、本格的な耐震診断や耐震改修設計までを行うことはできません。 

大阪市耐震改修支援機構事務局 （大阪市住まい公社）　16882-7033

　市内にある住宅を対象に、耐震診断に要する費用の90％、かつ1戸につ
き4万5千円を限度額として補助します。標準的な木造戸建住宅にお住ま
いで、診断費用が5万円の場合は、5千円程度の自己負担で診断を行うこ
とが可能です。また、耐震診断・耐震設計・工事費の見積りをまとめて行う
パッケージ耐震診断にも要する費用の90％、22万5千円を限度額として
補助します（設計については別途、棟あたり上限があります）。 

　市内にある住宅で、診断の結果、耐震性が不
足していると判断された住宅を対象に、耐震
改修工事に要する費用の50％、かつ1戸につ
き100万円を限度額として補助します（平成
23年度までの期間限定）。 
　寝室など、一部屋だけをシェルターのように
補強する場合や1階だけを補強する場合にも
補助対象となります。 

※大阪市の交付決定・承認を受ける前に契約を行った場合、補助を受けることがで
きなくなります。詳細はお問い合わせください。 

※雨天の場合は区役所ロビーにて行います。 

「平野区誌」出版
記念 

連続講座 

料金を添えて来館。 

「平野区誌」を教材にした連続講座を今年も開催します。この機会に、歴史あるまち「ひらの」について理解を深めてみませんか？ 

総合企画担当%1番窓口　　　　　 14302-9906 
平野区民ホール（平野南1-2-7） 　16790-4000 
コミュニティプラザ平野 
（区民センター　長吉出戸5-3-58）16704-1200

6月20日（日） 

9月19日（日） 

10月17日（日） 

8月22日（日） 

8月 1日（日） 

7月18日（日） 

縄文と弥生の接点 
　　　　－長原式土器の頃－ 

田村丸についてワークショップ・ 
パネルディスカッション 

長原古墳群の最新成果と埴輪: 
大念仏寺「埴輪展示」 

近世の平野郷 

近世河内の綿作－平野郷を中心に－ 

日  程 内　容 講　師 

平田洋司（財団法人大阪市博物館協会） 
ひら た よう じ 

森毅（大阪市教育委員会事務局） 
もりつよし 

黒田慶一（財団法人大阪市博物館協会） 
くろ だ けいいち 

村田路人（大阪大学大学院教授） 
むら た みちひと 

中山潔（府立三国丘高校教諭） 
なかやまきよし 

山中雅志（観世流能楽師） 
やまなかまさゆき かんぜりゅう 

平野区の中世遺跡と「廟堂」の発掘 
びょうどう 

　外国籍住民のみなさん向けの「生活オリエンテー
ション」と、地域住民のみなさん向けの「多文化共生
のコミュニティづくり講座」を同時に開催し、交流し
ていただける場を提供します。 

がい こく せきじゅうみん 

ち  いきじゅうみん 

こう  ざ 

ば ていきょう 

どう  じ かい さい こうりゅう 

む た  ぶん  か きょうせい 

む せい かつ 

　国籍や民族、文化の異なる住民の誰もが、地域の中で人と人とのかかわり
をもちながら、ともに地域社会の一員として認め合い、助け合い、より良い地
域社会を作っていくための講座を開催します。防災や子育てのことなど身近
なことで、外国籍住民のみなさんと交流を深めてみませんか？ 

こくせき 

がいこくせきじゅうみん こうりゅう ふか 

みんぞく ぶん  か こと 

ち  いき しゃ かい 

いき しゃ かい つく こう  ざ かい さい ぼう さい こ  そだ み  ぢか 

いちいん みと あ たす あ よ ち 

じゅうみん だれ ち  いき なか ひと ひと 

　日常生活におけるいろんな疑問などはありませんか？地域に住むみなさん
と交流しながら、必要な情報を手に入れ、大阪での生活を楽しみましょう！ 

にちじょうせいかつ 

こうりゅう ひつよう じょうほう て い おおさか せいかつ たの 

ぎ  もん ち  いき す 

日　時 
にち　　 じ にち　　 じ 

場　所 
ば　　  しょ ば　　  しょ 

定　員 
てい　　いん てい　　いん 

申込み・問合せ 
もうしこ もうしこ とい あわ とい あわ 

対　象 
たい　  しょう たい　  しょう 

6月～平成23年3月　毎月第2日曜日 
①午後2時～3時30分　②午後1時30分～3時30分 

大阪国際交流センター（天王寺区上本町8-2-6） 

①市内在住の外国籍住民の方 
②市内在住・在勤の方（大阪市内で地域活動やボランティアなどをされている方） 

各回30名（①②とも） 

がつ 

おお さか こく  さい こう りゅう てん のう　じ　 く　うえ ほん まち 

がつ へい せい まい つき だい にち よう  び ねん 

ご　 ご 

し  ない ざいじゅう 

かくかい めい 

し ないざいじゅう ざいきん かた おおさか  し ない ち  いきかつどう かた 

がい こく  せきじゅうみん かた 

じ じ ぷん ご　 ご じ ぷん じ ぷん 

「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、市民協働担当@2番窓口（14302-9683）へお申し込みください。 

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、 
市民協働担当@2番窓口へ。 
（14302-9683　 　6703-9999） 

おお さか こく  さい こう りゅう 

き   ぼう こう  ざ  ばん ごう し  めい でん  わ  ばん ごう でん  わ き にゅう 

もうし こ 

Faxに希望する講座番号・氏名・電話番号を記入、または電話。 
大阪国際交流センター　16773-8989　　6773-8421 
ホームぺージからも申込みできます。（http://www.ih-osaka.or.jp/） 


