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　高血圧は、それ自体は自覚症状
が少なく少々数値が高くても放置
してしまいがちですが、さまざまな
病気を引き起こす原因となります。
減塩で高血圧を予防しましょう！
日　時
場　所
内　容

対象・定員
持ち物

料　金
締切日
申込み・
問合せ

電話または直接、保健福祉課（地域保健）
32番窓口 （☎4302-9882）へ

4/23（水） 10：00～13：00
平野区役所2階 栄養講習室
お話と調理実習
（栄養士・食生活改善推進員協議会員）
区内在住の方24名（先着順）
エプロン・三角巾・手ふき・食器用ふきん
（2～3枚）
500円
4/14（月）

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。

抽
先

：抽選保：一時保育あり
：先着順（※いずれも事前に申込み要）

平野図書館
〒547-0043　平野東1-8-2　　　
☎6793-0881　66791-5038

4/23（水） 14：00～15：00
昔話や物語などを語ります

日 時
内 容

①なにわ語り部の会による「おとなの
　ためのおはなし会‐3周年記念」

4/26（土） 10：30～11：30
絵本の読み聞かせや歌など
幼児・小学生とその保護者

日 時
内 容
対 象

②子ども読書の日記念
   キッズシアターかみふうせんのおたのしみ会

無料

無料

平野区子ども・子育てプラザ
〒547-0024　瓜破3-3-64
☎・66707-0900

5/28（水）～H27/3/11（水）
毎月第2・4（いずれかの）水曜日（8月を除く）
10：00～11：30 
工作やふれあい遊び、運
動遊びなど、いろいろな遊
びを親子で楽しむ遊びの
教室です
2歳から入園（所）前の
こどもと保護者30組
4/16（水）または17（木）の
10：00～13：00の間に親子で来館

26年度 はとぽっぽ教室 無料
日 時

内 容

対象・定員

申込み

5/5（月・祝）
【午前の部】10：00～12：30
【午後の部】14：00～16：30
※バーナーワーク・陶芸は、
【午前の部】10：00～12：00
【午後の部】14：00～16：00
【陶芸・染色】5歳～中学生の方
【サンドブラスト・木工・金工】
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】小学3年生～中学生
【織物】小学5年生～中学生
※小学生は保護者同伴
　ただし、保護者は見学のみ
6～30名
1,800円～2,500円 
※内容により、定員・料金が異なります
4/2（水）より電話または来館

日 時

内容・対象

定 員
料 金

申込み

こどもクラフト体験教室

クラフトパーク
〒547-0012　長吉六反1-8-44　
☎4302-9210　64302-9212

クレオ大阪南
〒547-0026　喜連西6-2-33　
☎6705-1100　66705-1140

4/17～6/26（5/1を除く）
毎週木曜日 [全10回] 19：00～20：00
タイ式ヨガにハーブ療法を
組み合わせた講座
女性の方20名
11,000円
Faxに講座名・住所・氏名・
年齢・電話(Fax)番号を記
入、または電話・来館・イン
ターネット

日 時

内 容

対象・定員
料 金
申込み

①タイ式ハーブスチームヨガ

5/21～7/30 毎週水曜日 [全11回]
10：00～12：00
コミュニケーションを中心とした簡単な英
会話を楽しむグループレッスン
20名
13,800円
Faxに講座名・住所・氏名・年齢・電話(Fax)
番号・一時保育の有無を記入、または電話・
来館・インターネット

日 時

内 容

定 員
料 金
申込み

②英語でTryコミュニケーション

　昨年・一昨年に平野区長原遺
跡で実施した発掘調査の最新
の成果をスライドを交えて報告
します。「新発見！ 平野の考古学
展」も同時開催中です。

4/29（火・祝）
13：30～15：30

日 時

保

平野区民ホール
〒547-0031　平野南1-2-7　
☎6790-4000　66790-4001

5/10～6/7 毎週土曜日 [全5回]
13:30～15:30
30名
2,500円（材料費別）
書道道具（大筆・小筆・すずり・
墨又は墨汁･下敷き・文鎮）
料金を添えて来館

日 時

定 員
料 金
持ち物

申込み

①書道教室（毛筆）

5/10・24・31、6/14・28（土）
10：00～12：00
12名
（受講料）2,500円、（材料費）2,500円
※材料費は当日講師へお支払いください
4/10（木）より料金を添えて来館

日 時

定 員
料 金

申込み

②サマーニットを編もう！

平野区画整理記念会館
〒546-0012　東住吉区中野2-7-16　
☎6702-0513　66702-0519

5/8（木） 13：30開演
桂春若、桂米輔 他3名
120名（当日先着順）
500円（木戸銭）

日 時
出演者
定 員
料 金

第164回ひらの寄席

移動図書館まちかど号

長吉長原東住宅13号館駐車場（長吉長原東2-7）
長吉長原北住宅第1集会所（長吉長原東1-3）
長吉六反第1住宅1号館集会所（長吉六反1-2）
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）
加美長沢住宅第6集会所（加美北5-9）
瓜破西住宅3棟西側（瓜破西1-14）
長吉長原東第四住宅西集会所（長吉長原東3-9）
瓜破東8丁目住宅集会所（瓜破東8-9）
瓜破東第3住宅集会所前（瓜破東2-3）
喜連西老人憩の家（喜連西3-3）
平野白鷺公園（東住吉区今川6-7）

4/2(水)、5/7(水) 10：30～11：10
4/3(木)、5/8(木) 10：30～11：15
4/3(木)、5/8(木) 13：00～13：45
4/5(土)、5/3(土) 10：30～11：50
4/5(土)、5/3(土) 13：25～14：00
4/5(土)、5/3(土) 14：30～15：10
4/24(木) 10：25～11：30
4/24(木) 13：25～13：55
4/24(木) 14：20～15：00
4/26(土) 10：30～11：20
4/26(土) 13：00～14：00
4/19(土) 11：10～12：00

場　　所 日　　時

問合せ 市立中央図書館自動車文庫 ☎6539-3305 66539-3336

①リフレッシュ＆リラックス講習会 ②長原遺跡の最新発掘成果報告会

コミュニティプラザ平野 〒547-0011　長吉出戸5-3-58　☎6704-1200　66704-1421

申込み 4/7（月）10：00より料金を添えて来館 ※10：00の時点で定員を超えた場合は抽選

内　容
ダンベル・リビング

健康体操
4/15～7/29 毎週火曜日

（5/6を除く） 10：00～11：30 60名

6,000円
（各全15回分）

タヒチ＆ハワイアン
フラダンス

4/18～9/5 毎週金曜日
（5/30、6/13・20、7/4、8/15・29を除く） 10：00～11：00 60名

4/16～7/23 毎週水曜日ヨーガ 10：00～12：00 100名

4/16～7/23 毎週水曜日太極拳 13：00～14：30 60名

日　程 時　間 定　員 料　金

無料

  生活習慣病予防
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減塩で予防できる高血圧
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