
「広報ひらの」は毎月83,000部発行し、6月号1部あたりの発行単価（配付費用を含む）は約13.1円です。そのうち約2.1円を広告収入で賄っています。
「広報ひらの」は平野区ホームページ（http://www.city.osaka.lg.jp/hirano/）でもご覧いただけます。また、区内公共施設・各郵便局・地下鉄駅構内でも配架しています。

　現在、児童手当を受給している方に「現況届」をお
送りしますので、必要事項を記入のうえ6月中に保健
福祉課（地域福祉）へ提出してください。この届の提
出がない場合は、6月以降（10月支給分）の児童手当
の支払いを受けることができなくなります。
問合せ 保健福祉課（地域福祉）33番窓口 

☎4302-9857

問合せ 大阪市総合コールセンター
（なにわコール） ☎4301-7285

日　時
場　所

対象・定員
予約受付

6/22（日） 9:30～13:30
・中央区役所（中央区久太郎町1-2-27）
・港区役所（港区市岡1-15-25） 
・淀川区役所（淀川区十三東2-3-3）
市内在住の方各16名（先着順）
6/19（木）・20（金） 9:30～12:00
【予約専用電話】☎6208-8805

問合せ 大阪市総合コールセンター
（なにわコール） ☎4301-7285

日　時
場　所
対象・定員

6/16(月) 18：00～21：00
天王寺区民センター
市内在住の方40名
（当日先着順、受付は20:00まで　
※定員に達した時点で受付終了）

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。

：抽選保：一時保育あり
：先着順（※いずれも事前に申込み要）先

抽

kouza・moyooshi

〒547-0026　喜連西6-2-33
☎6705-1100　66705-1140

クレオ大阪南

6/22(日) 10:00～12:00
父子でおもちゃ作りを体験できるセミナー
こどもと父親のペア１５組
無料(材料費別)

日　時
内　容
対象・定員
料　金

①クレオ大阪南のパパ塾 
　～簡単びっくりおもちゃを親子で作って遊ぼう～

先

先

7/9･16･23(水)
13:30～15:30
20名
3,600円
①②Fax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

定 員
料 金
申込み

②紙切り演芸でいきいきシニアライフ

〒547-0012　長吉六反1-8-44
☎4302-9210　64302-9212

クラフトパーク

7/21(月･祝) 
【午前の部】10:00～12:30
【午後の部】14:00～16:30
陶芸・木工・染織などのこどもの体験教室
5歳から中学生の方5～30名
※小学生以下の方は保護者同伴
1,800～3,500円　
※内容により金額が異なります
電話または来館

日　時

内　容
対象・定員

料　金

申込み

夏休みスタートダッシュ！
こどもワクワク体験教室 参加者募集

先

〒547-0042　平野市町3-8-22
☎6792-2007　66792-5743

市民交流センターひらの

先

6/9、7/14、8/11、9/8（月）
15:00～16:00
15名　　　　　　 800円
電話または来館

日　時

定　員
申込み

料 金

健康体操

〒547-0031　平野南4-6-1
☎6709-1255　66709-1026

平野スポーツセンター

先

7～9月[全10回]
【親子体操】
2歳～入園前のこどもと保護者
【熟年体操・ジャズ体操・ソフトテニス・卓
球・バドミントン】15歳以上の方
5,650円(熟年体操のみ3,600円)
料金を添えて来館

日　程
内容・対象

料 金
申込み

スポーツ教室

〒546-0012　東住吉区中野2-7-16
☎6702-0513　66702-0519

平野区画整理記念会館

7/6(日) 10:00～17:00
110名(2コーラス)
6/20(金)必着
往復ハガキに希望曲、歌手名(第一希
望・第二希望)、住所、氏名、年齢、電話番
号を記入 ※出場者の代理出場、キーコ
ントロールは一切できません

日　時
定 員
締切日
申込み

第26回のど自慢カラオケ大会

〒547-0031　平野南1-2-7
☎6790-4000　66790-4001

平野区民ホール

先

7/5(土)･21(月･祝)、
8/2(土)･23(土)、9/6(土)･20（土）
10：00～12：00　
15名
「謡曲」または「仕舞」4,500円、「謡曲･
仕舞」両方6,000円
7/3(木)
料金を添えて来館またはFax

日　時

定 員
料 金

締切日
申込み

謡曲・仕舞講座

〒547-0024　瓜破3-3-64
☎・66707-0900

平野区子ども・子育てプラザ

6/18(水) 14:00～15:00
概ね3～6か月の乳児と保護者15組
電話または来館

日　時
対象・定員
申込み

ベビーマッサージ 無料

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

平野図書館

①7/18（金） ②7/25（金） ③8/1（金） 
④8/8（金） ⑤8/26（火） ⑥9/11（木）
①②③④10:00～12:00 
⑤10:30～11:30 ⑥10:10～12:00
①②③④大阪市立中央図書館5階会議
室　  、⑤クレオ大阪南、⑥平野図書館
※一時保育は事前申込要[中央図書館
　利用サービス担当(6539-3326)まで]
10名程度　　　　　7/4（金）
電話または来館

日　時

場 所

定 員
申込み

幼児期図書ボランティア募集 無料

無料

問合せ 保健福祉課（地域保健）32番窓口 ☎4302-9882

日　時
場　所
対　象

6/11（水）14：00～15：00 （12:00より整理券配布）
区役所2階 検診フロア
１２か月未満のお子様 ※標準的な接種期間は生後５～８か月です。
※「母子健康手帳」と「予防接種手帳」をお持ちください。

風しん抗体検査実施のお知らせ

問合せ 保健福祉課（地域保健）32番窓口 ☎4302-9882

無料 予約要
日　時
対象者

受付場所 申込み

毎月第1木曜日 11:00～12:00、第4木曜日 10:00～11:00
検査当日の時点で大阪市民であり妊娠を希望する女性(妊婦含む)ま
たは配偶者
区役所3階 保健福祉課(地域保健)32番窓口    　　　  電話または来庁

※接種当日の時点で大阪市民であること。上記対象者のうち風しん抗体のな
い方、または抗体価の低い方

●対象ワクチン…麻しん風しん混合（MR）ワクチン、風しんワクチン
●助成内容…麻しん風しん混合（MR）ワクチン9,860円（助成限度額）
　　　　　　風しんワクチン6,171円（助成限度額）
　　　　　　※助成はいずれかのワクチンにつき1回限りです。一定以上の所得の
　　　　　　 ある方は自己負担の2,000円を差し引いた金額を助成します。

申請方法等はお問い合わせいただくか、大阪市ホームページ→「風しんワクチ
ン接種費用助成」で検索いただければ、申請書もダウンロードできます。

風しんワクチンの接種費用助成のお知らせ

　対象年齢のお子様は体調が良い時にできるだけ早く接種しましょう。　
接種は医療機関に予約を入れて当日、予防接種手帳・母子手帳・健康保険証を
お持ちください。※お子様の接種対象年齢を超えてしまいますと、自己負担と
なりますので、ご注意ください。

　カルシウムをしっかり摂って骨粗しょう症の予防をしましょう。今からでも遅
くありません！食事からカルシウムを効率よく摂るためのお話と調理実習です。

骨粗しょう症予防のための調理実習 「カルシウムをとろう！」

問合せ 保健福祉課(地域保健)32番窓口 （☎4302-9882）へ

日　時
内　容
対象･定員
持ち物
締切日

6/17（火） 10:00～13:00　　　　  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
エプロン・三角巾・手ふき・食器用ふきん（２～３枚）　　　　　５００円
6/9（月）　　　　  電話または来庁

　大人の発達障がいの方のご家族を対象に、障がいについて一緒に学び、家
族同士が交流する教室です。

発達障がいのある方の家族教室

日　時
場　所
内　容
対象･定員
申込み

7/2（水）・16（水）・31（木）、8/11（月） 14:00～16:00
区役所２階 集団検診室
発達障がいの理解と対応、就労、交流会等
16歳以上の発達障がいがある方のご家族20名
電話または来庁

無料 予約要

問合せ 保健福祉課（保健活動）34番窓口 ☎４３０２－９９６８

料　金
申込み

BCG予防接種 無料 予約不要

麻しん・風しん（MR）予防接種を受けましょう！ 無料

問合せ 保健福祉課（地域保健）32番窓口 ☎4302-9882

対　象 ①1～2歳のお子様 ※2歳のお誕生日の前日まで
②来年度小学校入学予定のお子様 ※平成27年3月31日まで

締切日

日曜法律相談 無料 要電話予約

ナイター法律相談 無料 予約不要

児童手当現況届について

保

先

先

抽

場　所
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