
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。

4/7～6/30（5/5を除く）
毎週日曜日・祝日　14：00～16：30
※4/28、5/19、6/23は染色の開
催はありません
【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
5～8名
1,500円～3,500円　
※内容により異なります
電話または来館

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

①春の1日体験教室
日時

内容・対象

定員
料金

先

申込み

5/5（日・祝） ・10：00～12：30　
 ・14：00～16：30
※内容により時間が異なります。
【ガラス】幼児～小学3年生
【陶芸】5歳～中学生
【織物】小学4年生～中学生
【サンドブラスト・染色・木工】
小学1年生～中学生
【キルンワーク・バーナーワーク・
ステンドグラス・金工】
小学3年生～中学生
※小学生は保護者同伴
6～60名
800円～1,500円　
※内容により異なります
4/18（木）必着
往復ハガキに教室名・時間帯・住
所・氏名・年齢・電話番号・「染色」希
望のみＴシャツのサイズを記入
※時間・内容など詳しくはお問い
合わせください

②こどもクラフト体験教室
日時

定員

内容・対象

料金

締切日
申込み

抽

5/12（日）　14：00～15：30
（13：30開場）
藤平一さんによる添乗員人生45
年の中の珍談奇談の数々のお話
や、日本全国の民謡を三味線と太
鼓のリズムにのせて唄います
50名
4/30（火）必着
往復ハガキに講座名・（全員の）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
※ハガキ1枚につき3名まで申し
込めます

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

日本列島かけめぐり！
民謡とトークショー！

締切日
申込み

日時

定員

内容

無料

5/18（土）　10：00～13：00　
男性10名
600円
こども1名につき500円
5/8（水）必着
ハガキかFaxに講座名・住所・氏名・
年齢・電話番号・Fax番号・一時保
育の有無を記入、または電話・来館

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

①男性限定!はじめての料理塾
日時

申込み
締切日
保育料
料金
対象・定員 抽

保

5/21・28 火曜日 10：00～11：30
乳幼児・小学生の保護者30名
こども1名につき500円
5/11（土）必着
ハガキかFaxに講座名・住所・氏名・
年齢・電話番号・Fax番号・一時保
育の有無を記入、または電話・来館

日時
対象・定員 抽

②私ができる子育てのツボ
～コモンセンス・ペアレンティングを学ぼう～

保無料

平野区民ホール
〒547-0031　平野南1-2-7

☎6790-4000 　6790-4001

4/13～6/22　第2・4土曜日　
10：00～12：00
30名
3,000円（材料費別）
4/11（木）

①フラワーアレンジメント
日時

料金
締切日

定員 先

5/9、6/13、7/25、8/8、9/12
木曜日　13：30～15：30
美しい言葉と発音・発声で、上手な
話し方を学びます
女性30名
2,500円

②女性のための話し方教室
日時

料金
対象・定員

内容

先

5/11（土）　10：00～12：00
30名
500円（材料費別）
5/9（木）

③【１dayレッスン！】母の日に贈ろう
フラワーアレンジメント
日時

料金
締切日

定員 先

5/11～6/8　毎週土曜日
13：30～15：30
30名
2,500円（材料費別）
①～④料金を添えて来館

④毛筆講習会
【小筆・太筆の練習～作品作りへ】
日時

料金
定員 先

申込み

抽

申込み
締切日
保育料

4/13（土）　14:00～15:00
ペーパークラフトで「国旗ボール」
を作ります
20名
※13：00より整理券配布

平野図書館
〒547-0043　平野東1-8-2

☎6793-0881 　6791-5038

①あそび工房
日時

定員

内容

先

無料

4/20（土）　15：10～15：50
絵本の読み聞かせなど
80名（当日先着順）

②子ども読書の日記念
「絵本サークルぶくぶくのおたのしみ会」
日時

定員
内容

無料

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

締切日

申込み

①エクセル入門　
日時

内容

4/19、5/10・24、6/7 金曜日
15：00～16：30
簡単な表計算を学びます
市民交流センターひらの
（平野市町3-8-22） 
文字入力のできる方12名
5,000円
4/17（水） 

料金
対象・定員

場所

先

締切日

②インターネット入門
日時

内容

4/26、5/17・31、6/14 金曜日
15：00～16：30
メールやネットショッピングの方法
を学びます
市民交流センターひらの
（平野市町3-8-22） 
12名
5,000円
4/24（水）
①②電話または来館

料金
定員

場所

先

～お知らせ～

問合せ 保健福祉課（介護保険）㉛番窓口　☎4302-9859

介護保険料決定通知書を送付します

介護保険料の徴収業務を民間業者へ委託します

　65歳以上の介護保険の1号被保険者で、口座振替または納付書で保険料を納
付している方に、4月中旬に決定通知書（仮算定）を送付します。なお、年金から
天引きの方、本算定で保険料段階が変更となる方及び10月から納付方法が変更
となる方については、7月中旬に変更決定通知書を送付します。

　平成25年4月より、これまで非常勤嘱託職員が行っていた介護保険料の徴収
業務を民間業者へ委託します。介護保険料の滞納の長期化を未然に防ぎ、滞納
の解消を図るため、電話による保険料の納付督励及び自宅訪問による保険料の
徴収・口座振替の勧奨を行います。
［運営時間帯］
月曜日～金曜日 ：午前9時～午後9時
土・日・祝休日 ：午前9時～午後8時　※年末年始（12月29日～1月3日）を除く
※訪問の際は、必ず「介護保険料訪問徴収等業務従事者証」を提示いたします
ので、ご確認のうえご納付ください。

問合せ 福祉局高齢者施策部介護保険課　☎6208-8036　　6201-5175

「国民健康保険料の口座振替（自動払込）
済み額のお知らせ」の送付終了について

問合せ 窓口サービス課（保険年金）⑱番窓口　☎4302-9946

　国民健康保険料の口座振替・自動払込を申し込まれている方に、年1回「国民
健康保険料の口座振替（自動払込）済み額のお知らせ」を送付していますが、経
費削減及び省資源化の観点から検討を行った結果、平成24年度（5月発送済
分）をもちまして送付を終了させていただきますのでご了承ください。

固定資産税（土地・家屋）の縦覧を行います

4月1日～30日（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 縦覧会場（阿倍野区旭町1-2-7 あべのメディックス7階）

期　間

場　所

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）

　平野区、阿倍野区、住之江区、住吉区、東住吉区、西成区内に土地・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25年度の価格を記載した

縦覧帳簿を縦覧できます（所有資産の所在する区の縦覧帳簿に限ります）。

　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

持参してください（代理人の場合は委任状が必要です）。

　なお、区役所での縦覧はできませんのでご留意ください。

問合せ 大阪市総合コールセンター　☎4301-7285

日　時
場　所
対象・定員
受付

4月18日（木）　午後6時～9時
中央区民センター(中央区久太郎町1-2-27)
市内在住の方40名（当日先着順）
午後8時まで ・ 定員に達した時点で受付を終了します

ナイター法律相談（無料・予約不要）

「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政策推進課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、
政策推進課㉓番窓口へ。
（☎4302-9683　　6700-0190）
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