
日時

内容

対象・定員
申込み

申込み

①癒しのコンサート

先

先

平野区老人福祉センター

●休館のお知らせ
　9/24（月）～10/1（月）は図書館資料
　の所蔵点検などのため休館します

平野図書館

市民交流センターひらの

クレオ大阪南

無料

：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）

講座 催し・
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。

9/28（金）　
14:00～15:00（13:30開場）
3部構成による弦楽アンサンブル
のコンサート
区内在住の60歳以上の方80名
電話または来館

無料
日時
定員

④歌とピアノのコンサート
11/3（祝）　14:00～15:30
150名（当日先着順）

抽

日時
内容

対象・定員
料金
締切日

①ベリーダンス入門講座
9/28、10/5・12・19（金）　19：00～20：30
基礎から学び、骨盤の矯正や美し
い姿勢をつくることから始めます
16歳以上の方20名
2,000円
9/21（金）必着

抽

日時

対象・定員
料金
締切日

②簿記入門講座
10/3～11/14（10/17を除く）　
毎週水曜日　18:30～20:30
16歳以上の方20名　
1,000円
9/21（金）必着

申込み

抽

日時

内容

対象・定員
料金

③こどもクラフト塾　受講生募集
10/8・21、11/3・18・25（日・祝）　
13:30～16:00
繊維・土・金属・木・ガラスの素材に触れ、
手作りの過程を楽しく学びます
小学3～6年生15名
18,000円
9/20（木）必着　
ハガキに住所・氏名（ふりがな）・学年・
電話番号・志望動機を記入、または来館

締切日

先

無料
日時
内容

定員

①あそび工房
9/8（土）　14:00～15:00
紙コップなどを使って
「お花のプレゼント」を作ります
20名　 ※13:00から整理券配布

無料
日時
内容

定員

②あっぷっぷの歌って笑おう
9/16（日）　11:00～12:00
懐かしい歌を歌ってあそぶ、
大人向けのおたのしみ会
50名（当日先着順）

保①女性のための健康セミナー2
　～見直しませんか、あなたの「眠り」～

無料

申込み

日時
内容

対象・定員
保育料
締切日

9/29（土）　14:00～15:30
1日の約3分の1をしめる睡眠時間、
女性の睡眠について考えるセミナー
女性30名
こども1人につき500円
9/19（水）消印有効
ハガキかFaxに講座名・住所・氏名・
年齢・電話番号・一時保育の有無・
受講動機を記入、または電話・来館

先

③こころとからだのメンテナンス
　タイ式ハーブスチームヨガ
日時

対象・定員
料金
申込み

10/4～12/6　毎週木曜日　
19:00～20:00
女性25名
10,500円
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

入場無料
②ひらの発！！
　女性の手作りマーケット
日時
内容

10/6（土）　10:00～16:00
羊毛フェルト作品や、洋服・雑貨など
手作り作品を展示・販売、スクラップ
ブッキングや手作りファンデーショ
ンなどのワークショップ

日時

内容

対象・定員
料金

②平成24年度いちょう学園
　（地域シニア学級）全5回

10/4（木）・11（木）・18（木）・26（金）、
11/1（木）　13:30～15:30
ヨガの体操、平野の歴史散歩、
染めのお話と絞り染め体験、
気象の仕組みを知ろう、音楽を
使って楽しく身体を動かそう
区内在住の60歳以上の方50名
500円
9/5（水）～18（火）の間に来館

先

④もう１回ハングル（復習編）＆
　会話の第一歩
日時

対象・定員
料金

申込み

10/11～3/7（12/27、1/3を除く）　
毎週木曜日　14:00～15:00
韓国語学習歴1～2年の方30名
18,000円、一時保育こども1人に
つき1回500円
Faxに講座名・住所・氏名・年齢・
電話番号・一時保育の有無を記入、
または電話・来館

保

抽

日時

対象・定員
料金
締切日

③パソコンで年賀状作成講座
10/15・22・29、11/5（月）　
・10:00～12:00  ・13:00～15:00
18歳以上の方各12名
1,500円
9/21（金）必着

申込み ①～③往復ハガキに講座名・住所・
氏名・年齢・電話番号・（③は希望時
間帯）を記入、または返信用ハガキ
を持参のうえ来館

クラフトパーク

先

日時

料金
定員

内容・対象

①秋の1日体験教室　参加者募集
9/9～11/23（10/28を除く）
毎週日曜日・祝日　14：00～16：30
【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
各5～8名
1,500～3,300円　
※内容により定員、料金が異なります
電話または来館申込み

入場無料②受講生作品展～陶芸～
日時 9/2（日）～15（土）（9/4・11（火）を除く）　

9:30～18:00（日曜日は17:00まで）

〒547-0043　平野東1-8-2
☎6793-0881 　6791-5038

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

〒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

〒547-0042　平野市町3-8-22
☎6792-2007 　6792-5743

長吉出戸7丁目・8丁目、長吉六反1丁目・2丁目・4丁目の各一部地域対象地域

長吉東部地区一部地域の住居表示の変更について
　現在、長吉東部地区において進められている区画整理事業により、大規模
な町並みの変更が発生し、現在の住居表示（住所）のままでは街区符号・住居
番号に混乱が生じてしまうため、新しい町並みに応じた住居表示番号への変
更が必要不可欠となり、本年10月1日付けで住居表示の一斉変更を行います。
　変更対象となる家屋及び事業所などには、8月末から決定通知書を順次送付
していますので、新しい住居表示番号については通知書にてご確認ください。

問合せ 窓口サービス課（住民登録）⑬番窓口　☎4302-9964

児童手当の「現況届」の提出はお済みですか
　児童手当を受給されている方には、7月末を提出期限に「現況届」の用紙を自宅
へ送付しています。まだ「現況届」を提出されていない方は速やかに提出してくだ
さい。提出されない場合、10月に手当は支給されませんのでご注意ください。
　また、本市において、平成23年9月30日時点で子ども手当を受給していた
方に対する10月以降の特別措置法による子ども手当の申請猶予期間が9月末で
終了します（これに該当する方には現況届が送付されていません）。申請猶予
期間を経過した後に申請された場合は、申請月の翌月からの認定となり、手
当を受給できない期間が生じることとなりますのでご注意ください。

外国籍のお子さまの市立小・中学校入学申請について
　平成25年4月に入学資格がある外国籍のお子さまの保護者の方へ、9月初旬
に「入学のご案内」を送付します。市立の小・中学校へ入学を希望される方
は必要事項をご記入のうえ、9月30日までに送付または、直接、区役所窓口サ
ービス課もしくは出張所まで申請してください。
《入学資格》
・小学校（2006年4月2日～2007年4月1日までに生まれたお子さま）
・中学校（2013年3月に小学校を卒業見込みのお子さま）
※転居などにより入学案内がお手元に届かなかった場合でも、区役所･出張所
　で申請をすることができます。
《手続きに必要なもの》
・入学申請書（用紙は区役所・出張所にもあります）
・住所・氏名が確認できる書類
・印鑑
・小学校卒業見込み証明書（平野区の市立小学校を卒業見込みの方は不要です）

問合せ 保健福祉課（地域福祉）○33 番窓口　☎4302-9857

保育所（園）の一斉入所申込みについて

問合せ 保健福祉課（地域福祉）○33 番窓口　☎4302-9857 問合せ 窓口サービス課（住民登録）⑬番窓口　☎4302-9798

　保育所及び保育園の一斉入所（平成25年4月）申込受付は10月下旬～11月
初旬です。今年度から私立園につきましても、公立・公設民営保育所と同様
の申し込み方法となるため上記の期間にお申し込みください。
※詳しくは10月号でお知らせします。

児童扶養手当・特別児童扶養手当について
　児童扶養手当または特別児童扶養手当を受給されている方で更新手続きが
まだの方は、7月末頃に送付しております「お知らせ」を確認のうえ、区役所
までお越しください。この手続きをされないと、引き続き手当を受給するこ
とができなくなりますのでご注意ください。

問合せ 保健福祉課（地域福祉）○33 番窓口　☎4302-9857

● 児童扶養手当：8月中受付のため、まだの方は速やかに提出してください。
● 特別児童扶養手当：9月10日（月）まで ※土・日曜日を除く。金曜日は午後7時まで
平野区役所3階○33 番窓口

受付期間

受付場所

～お知らせ～

事業所用家屋貸付状況の申告
　事業を行う方に家屋などを貸し付けている方は、法令により申告が必要です。
新規の貸し付けや入居者異動の場合は、貸ビル申告書を提出してください。

問合せ
船場法人市税事務所事業所税グループ　
☎4705-2934　　4705-2905
［● 月～木曜日  午前9時～午後5時30分　● 金曜日  午前9時～午後7時］

「広報ひらの」は毎月1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、総務課（総合企画）○23 番窓口（☎4302-9683）へお申し込みください。

市政・区政に関するご意見・ご要望は、
総務課（総合企画）○23 番窓口へ。
（☎4302-9683　　6700-0190）

平成24年（2012年）9月号「広報ひらの」2


