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

平野区民ホール

〒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

先

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：一時保育あり
：先着順（※いずれも事前に申込み要）先
保 抽

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

クレオ大阪南

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

平野図書館

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

クラフトパーク

抽

〒547-0004　加美鞍作1-2-26
☎6793-0880　66793-0868

平野区老人福祉センター

〒547-0024　瓜破3-3-64
☎・66707-0900

平野区子ども・子育てプラザ

先

平野マタニティクラス（妊婦教室）

問合せ 保健福祉課（保健活動）34番窓口 ☎4302-9968

問合せ 保健福祉課（保健活動）34番窓口 ☎4302-9968

無料 予約不要

産後のつどい 無料 予約不要

回数・時間
対象(出産予定月)

1回目
10：00～12：00

2回目
13：30～15：30

6/3（火）
7/1（火）
8/5（火）

平成26年11月の方
平成26年12月の方
平成27年1月の方

6/17（火）
7/15（火）
8/19（火）

9/9（火）

3回目
10：00～12：00

場　所
内　容

区役所2階 検診フロア 集団検診室
妊娠中から産後の過ごし方、先輩ママとの交流会、歯科検診など

場　所
内　容

区役所2階 検診フロア 201会議室
交流会（おしゃべり会）・育児相談

日　時
対象・定員

料　金
締切日

6/4～7/16 毎週水曜日 10:00～　　　　　平野区役所
おおむね10歳頃までのこどもを子育て中の方12名（申込み多数の場
合抽選）※保護者のみ、またはこども連れでご参加ください
【参加費】300円【テキスト代】2,625円
5/17（月）　　　　　電話または来庁

※6/17、7/15、8/19については、平野マタニティクラスに参加されている妊
婦さんとの交流を予定しています。
※生後4か月以上のお子さまを連れてのご参加はご遠慮ください。

平成26年4月の方
平成26年5月の方
平成26年6月の方

時間
対象(出産月) 10：00～11：30 13：30～15：00

6/10（火）
7/8（火）
8/12（火）

6/17（火）
7/15（火）
8/19（火）

　カラスは春先に高い木の枝などに巣を作り、5月から6月頃にヒナを育てま
す。この時期に一部の親カラスが、ヒナを守るために、巣に近づいた人に対し
て、大きな声で鳴き続けたり、威嚇行動をとったりすることがあります。こうした
カラスを見かけたら、あわてずにその場から離れましょう。
　巣立ち直後のヒナは地面に落下してしまうことがあります。ヒナに近づくと親
ガラスに威嚇されることがありますので、ヒナには近づかないようにしましょ
う。迷惑だからといって、カラスを捕獲したり、卵やヒナを捕ることは禁止されて
います。どうしても被害の軽減が図れない場合は、捕獲許可について動物愛護
相談室（☎6978‐7710）にご相談ください。なお、許可申請及び捕獲について
は、その場所の所有者等に実施していただくこととなります。

カラス被害を受けないために

問合せ 保健福祉課（地域保健）32番窓口 ☎4302-9973

　トリプルPとは、前向き子育てプログラムです。誰もが持っている子育ての悩
み、ちょっとした方法や技術を知ることで、子どもとの関わりをよい方向に変え、
日常の関わりに使える実用的な技術を学ぶ事ができます。

子育てが楽しくなる！前向き子育てプログラム 
“トリプルP”による実践講座

問合せ 保健福祉課（地域福祉）33番窓口 ☎4302-9936

場　所

申込み

移動図書館まちかど号 問合せ 市立中央図書館自動車文庫 ☎6539-3305 66539-3336

場　　所 日　　時
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）
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）

5/3(土)、6/7(土) 10：30～11：50
5/3(土)、6/7(土) 13：25～14：00
5/3(土)、6/7(土) 14：30～15：10
5/7(水)、6/4(水) 10：30～11：10
5/8(木) 10：30～11：15
5/8(木) 13：00～13：45

場　　所 日　　時
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）
市営瓜破東住宅2号館東側
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）

5/22(木) 10：25～11：30
5/22(木) 13：25～13：55
5/22(木) 14：20～15：00
5/24(土) 10：30～11：20
5/24(土) 13：00～14：00
5/17(土) 11：10～12：00

5/14（水） 13：00～14：00
5/28（水） 10：30～11：30
生後1ヶ月以上の乳児と保護者各12組
1回500円（オイル代別）
各2日前　　　　　Faxまたは来館

日 時

対象・定員
料 金
締切日 申込み

①ベビーマッサージ

先

6/28・7/5（土） [全2回]
10：00～12：00
女性の方15名
1,000円　　　　　6/27（金）
料金を添えて来館

日　時

対象・定員
料　金
申込み

締切日

②かんたん！ 浴衣の着付け

5/7・14・21（水） 10：45～11：15
赤ちゃん向けの絵本を読んだり、手遊び
をしたりします
乳幼児とその保護者80組（当日先着順）

日　時
内　容

定　員

①乳幼児向けおたのしみ会 無料

5/10（土） 14：00～15：00
母の日のプレゼントボックスを作ります
20名（当日先着順） ※13：00より整理券配布

日　時
内　容
定　員

②工作教室あそび工房 無料

先

6/6（金） 13：30～15：30
広陵町文化財センター長　
関西大学大学院講師　河上邦彦 先生
80名
5/30（金） 9：15より受講整理券配布

日　時
講　師

定　員
申込み

邪馬台国大和説の根拠 無料

7月～9月 [全10回] 
【午前の部】9：30～12：30
【午後の部】13：30～16：30
※織物教室は午前・午後の連続講座とな 
り、下記料金の2倍の金額となります

ガラス工芸（キルンワーク・バーナーワーク・ス
テンドグラス）、陶芸、染色、織物、木工、金工
16歳以上の方8～24名
27,000円～39,000円（材料費別）
※内容により金額が異なります
5/31（土）必着
ハガキに住所、氏名、年齢、電話番号、希
望教室名・曜日・時間帯を記入、またはイ
ンターネット

日　時

内　容

対象・定員
料　金

締切日
申込み

第2期（7～9月）創作教室 受講生募集

6/13・27、7/11・25（金）
13：30～15：00
市内在住の60歳以上の方25名
5/9（金）より電話または来館

日　時

対象・定員
申込み

太極拳講座 無料

5/24（土） 11：00開演（10：30開場）
こどもの泣き声や話し声を気にせずに
楽しめる本格的なクラシックコンサート
200名
500円 ※中学生以下無料
Faxに催し名、代表者の住所・氏名・年
齢・電話(Fax)番号、参加人数、ベビーカ
ーの有無を記入、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

①ママのためのお気軽クラシックvol.12

先

6/12・26、7/10・24、8/7・21・28（木）
[全7回] 13：30～15：00
身体と声を使ったボイストレーニングで
表情筋や声帯を動かし、表情も豊かにな
ります
30名　　　　　　　7,600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

定　員
申込み

②ボイストレーニング

料　金先

5/9（金） 11：00～11：45
乳幼児と保護者30組

日　時
対象・定員

①音楽遊び「トーンチャイムで遊んじゃおう」

先

6/1（日）
10：30～12：00
1歳未満の乳児と
パパとママ15組
①②電話または来館

日　時

対象・定員

申込み

②はじめまして、パパ・ママ講座

先

無料

無料
赤ちゃんはパパと遊ぼう！ 
ママはちょっとリフレッシュ！
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