
4/17～7/31（5/1を除く）　
毎週水曜日　・10：00～12：00　
 ・19：00～21：00
各20名
18,000円
こども1人につき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

3/9（土）　14:00～15:00
くるくる回る絵（立体パズル）を作ります。
20名　 ※13：00より整理券配布

平野区民ホール
〒547-0031　平野南1-2-7

☎6790-4000 　6790-4001

講座 催し・

：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）

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。

クラフトパーク
〒547-0012　長吉六反1-8-44
☎4302-9210 　4302-9212

クレオ大阪南
〒547-0026　喜連西6-2-33
☎6705-1100 　6705-1140

大阪市立クラフトパーク受講生作品展
～木工～（入場無料）

4/3～7/17（6/12を除く）　
毎週水曜日　13:00～14:30
60名　  
※受付開始時点で定員を
　超えた場合抽選
6,000円
3/6（水） 9:30より料金を添えて
来館

そよ風センター
(地域活動支援プラザ平野)
〒547-0042　平野市町3-8-22
☎6793-5987 　6793-5988

①クレオ大阪南　健康フェア

保育料

コミュニティプラザ平野
〒547-0011　長吉出戸5-3-58
☎6704-1200 　6704-1421

①太極拳講習会
日時

3/3（日）～16（土）（3/5（火）・12
（火）を除く）
9：30～18：00　
※日曜は17：00まで

クラフトパークで実施している木工教室の
受講生作品展です。組立や簡単組立で制
作した椅子や棚などの家具、リアルな鳥を
表現したバードカービング作品など一点
一点手作りの作品を展示します。
日時

料金
申込み

定員

定員

内容

主催

3/22（金）　12：00～16：00
卓上織機を使って布を織り上げ、
マフラーを作ります
10名
1,000円
3/10（日）消印有効
往復ハガキに講座名・住所・氏名・
電話番号を記入
市コミュニティ協会平野区支部協
議会・平野区わたの会

②わたの会 手織り講習会
日時

料金

申込み

申込み

締切日

定員

定員

申込み

料金

定員

市民交流センターひらの
   〒547-0042　平野市町3-8-22　
☎6792-2007 　6792-5743

3/20（祝）　13：30～15：30
紙ねんどとトイレットペーパーの芯
で、オリジナルプチケーキの飾り物
を作ります
20名　　※小学3年生以下の方
は保護者同伴
300円
3/13（水）必着

①押絵・木目込み～春の節句（1dayレッスン）
日時 3/13・27　水曜日　13：30～15：30

雛人形またはこいのぼりを作ります
12名
各500円（材料費別）
各開催日の1週間前

②英語でTryコミュニケーション

①親子工作　紙ねんどのプチケーキ講座
日時

4/3～7/17（6/12を除く）　
毎週水曜日　10：00～11：30
50名　　　　　 6,000円

②太極拳～水曜・朝コース～
日時

定員

4/6～6/29（5/4を除く）　
毎週土曜日　19：00～20：30
20名　　　　　  4,800円
①～③料金を添えて来館

③太極拳～土曜・夜コース～
日時

内容

内容

締切日

平野図書館
〒547-0043　平野東1-8-2

☎6793-0881 　6791-5038
①あそび工房 無料
日時

定員

定員

内容

3/23（土）　10:30～11:00
絵本の読み聞かせや音楽など
幼児・小学生とその保護者

②キッズシアター
　かみふうせんのおたのしみ会
日時

対象
内容

無料

保

3/9（土）　10：00～16：00
薬の飲み方、アルコールと上手につ
きあう方法、自宅でできるエクササイ
ズ指導など健康にまつわる講演など
※一部女性限定の催し有り
こども1人、1つの催しにつき500
円　※申込方法など詳しくはお問
い合わせください

日時

申込み
保育料

保

平野スポーツセンター
〒547-0031　平野南4-6-1

☎6709-1255 　6709-1026

申込み

パソコン入門
日時
内容

4/3・17、5/15・29（水）　13：00～14：30
電源の入れ方から文字入力まで
12名
5,000円
3/29（金）
電話または来館

料金
定員

締切日

料金
締切日

平野区体育厚生協会
（担当:水口）

☎6708-6172 　6708-0574

締切日

対象・定員

第39回　区民ソフトテニス大会
日時 4/7（日）　9：00～

長居庭球場（東住吉区長居公園1-1）
男女ダブルス
区内在住・在勤・在学の方40組
1組2,000円（大会当日払い）
3/25（月）
Faxに住所・氏名・電話番号を記
入、または電話

料金

場所
内容

4月～6月　［全10回］　
※各教室の曜日と時間はお問い
合わせください
ヨガ、太極拳、熟年体操、
バドミントン、卓球、ソフトテニス
15歳以上の方
3,500円～5,500円
3/31（日）
料金を添えて来館

第Ⅰ期スポーツ教室（4～6月）
日時

申込み

申込み

料金

内容

平野区画整理記念会館

日時

出演者

定員
料金

第157回　ひらの寄席
3/14（木）　13：30開演

桂春若・桂米輔・桂団朝・

桂咲之輔　他1名
120名（当日先着順）
500円（木戸銭）

かつらはるわか かつらよねすけ かつらだんちょう

かつらさき  の  すけ

〒546-0012　東住吉区中野2-7-16
☎6702-0513 　6702-0519

対象・定員
3/26（火）　13：30～15：30
18歳以上の方15名
1,000円
3/19（火）必着
①②往復ハガキに講座名・住所・氏
名・年齢・電話番号を記入。または
返信用ハガキを持参のうえ来館

②自分で簡単♪ネイルアート教室
日時

料金
締切日

料金

料金

無料

料金

日時
内容

対象

締切日

先

平野区視聴覚教育協議会
（担当：長光）
☎　 6621-6852

締切日

定員

パソコンで名刺をつくろう
日時 3/17（日）　10:00～16:00

コミュニティプラザ平野
（区民センター　長吉出戸5-3-58）
20名
1,000円
3/10（日）必着
Faxに講座名・住所・氏名・電話番
号を記入

料金

場所

申込み

先

先

先

先

先

先

先

先

抽

抽

抽

～お知らせ～

問合せ 総務課（庶務）○51 番窓口　☎4302-9625

　母子家庭の母または養育者およびそれに準ずる方（生活保護受給世帯の方

を除く）を対象に、地下鉄・市バス・ニュートラムの割引証を発行します。申込方法

など詳しくはお問い合わせください。平成25年3月31日期限の割引証をお持ち

の方で、4月以降も利用を希望される場合は平成24年度割引証受領書の返送

が必要です。返送がお済みでない方はお早めに返送してください。

　また、特別児童扶養手当1級受給世帯の方、身体障がい者手帳、療育手帳ま

たは認定カード、戦傷病者・被爆者健康手帳、精神障がい者保健福祉手帳をお

持ちの方で、期日までに更新交付申請書を提出された方には、平成25年度分を

3月末日までに送付します。

区役所日曜開庁のお知らせ

市営交通乗車料金福祉割引証等または
タクシー給付券について

問合せ・
届出先

【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

原動機付自転車・軽自動車の廃車届を忘れずに

午前9時～午後5時30分
【窓口サービス課（住民情報）⑬～⑯番窓口】
出生・婚姻などの戸籍の届出、転入・転出などの届出、就学手続、印鑑登録、特
別永住者証明書の更新、戸籍謄抄本・住民票の写し等の証明書の発行など
【窓口サービス課（保険年金）⑰・⑱番窓口】
住民異動に伴う国民健康保険・国民年金・後期高齢者医療制度関連の
各種申請・届出など

問合せ 保健福祉課（地域福祉）○33 番窓口　☎4302-9857　　4302-9943

開庁時間
取扱業務

「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（電話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）
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　多くの方が区役所を利用される3月は、通常の第4日曜日に加え、31日（日）も
区役所を開庁します。

　軽自動車税は、毎年4月1日（賦課期日）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29日（金）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になりますのでご注意ください。


