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子育て情報

防災・防犯情報

まちづくり情報

くらしの情報

平野区喜連西6-2-51
☎6769-1234

保健福祉課（地域保健）32番窓口 ☎4302-9882問合せ

11月14日(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」(BCGの予診票を記入して来てください)

BCG予防接種 予約不要無　料
日時
場所
対象
持ち物

•四種混合　•インフルエンザ
•ヒブ　•肺炎球菌　•B型肝炎

•ロタ 10月18日（木）以降に接種された方は
今回の接種はできません

11月8日（木）以降に接種された方は
今回の接種はできません

〈ご注意〉 

平野区子ども・子育てプラザ（瓜破3-3-64） ☎6707-0900問合せ

かみふうせんの「キッズシアター」
　親子で楽しめる人形劇や手遊びなどのお楽しみ会です。ちょっぴり早いクリ
スマスを楽しんでね。

11月30日（金） 11:00～12:00　　　　   平野区子ども・子育てプラザ
乳幼児親子30名　　　　　  　当日受付

12月24日(月・祝)・26日（水）・27日（木）
平野スポーツセンター 屋内プール
3歳～中学校
水着、水泳帽、タオル
詳細についてはお問い合わせください
料金を添えて来館

日時 場所
対象・定員

平野スポーツセンター(平野南4-6-1) ☎6709-1255問合せ

冬休み子ども短期水泳教室
3日間の短期集中教室です。
日時
場所
対象
持ち物
料金
申込み申込み

ベビーマッサージ

平野区民ホール（平野南1-2-7） ☎6790-4000問合せ

11月5日・12日、12月10日（月） 10:00～11:00
区民ホール 2階和室　　　　　  　各日 母子12組（先着順）
赤ちゃんを包めるバスタオル・ハンドタオル（オイルふき取り用）・
おむつ・おむつ替えシート（レジャーシート可）
1回500円　　　　　　　　受講日の前日　  
電話または来館

日時
場所 対象・定員
持ち物

料金
申込み

締切日

秋の火災予防運動を実施します！
　11月9日（金）～15日（木）までの1週間、秋の火災予防運動を実
施します。例年、この時期になると暖房機器の使用頻度が増えてく
ること等により、火災が発生しやすくなってきます。大阪市の平成
29年火災概況でも、ストーブによる火災が多く発生しています。こ
ういった火災を防ぐため、各ご家庭でもより一層防火対策を心が
け、火災のない住みよいまちづくりを進めましょう。

平野消防署（予防担当） ☎6790-0119問合せ

新電話番号【移転後】

平野警察署は移転します！平野警察署は移転します！

平野警察署 【移転前】 ☎6794-1234問合せ

新庁舎での業務開始は、11月5日（月） 9:00～

谷町線 喜連瓜破駅1番出口 西へ約300ｍ　
大阪シティバス喜連西池前バス停すぐ

移転先

まちづくり協働課㉑番窓口 ☎4302-9734問合せ

地域活動協議会ニュース

 地域コミュニティの活性化をめざ
して開催。模擬店の出店や舞台発
表等、楽しいイベントです。

　防犯・防災クイズラリーで素敵な参加
賞があります。その他、模擬店の出店や
ミニライブ等、「防犯・防災を楽しく学ん
で安全・安心なまちづくり」を進めます。

無　料

　12月4日（火）～10日（月）は人権週間です。皆さん
に人権について考えていただく場として平野区人権
フェスティバルを開催します。今年度は「こどもの人
権」がテーマです。このイベントをとおして、「こども
の人権」に関して理解を深めていただき、こどもたち
に関わっていただければと思います。

まちづくり協働課㉑番窓口 ☎4302-9743問合せ

平野区人権フェスティバル

12月9日（日） ［開場］12：30　［開演］13:00
平野区民ホール（平野南1-2-7）　　　　　　300名（当日先着順） 場所 定員

日時

無　料

講演のほか、林家染太さんによる落語、常磐会学
園大学ボランティアサークルさんによるプログラ
ムも予定しています。

「不登校は才能のはじまり」　今井 紀明
「笑う門には福来たる」　　  林家 染太

講演
講演

無　料

まちづくり協働課㉑番窓口 ☎4302-9905 
64302-9880  　hiranomanabi@city.osaka.lg.jp

問合せ

　古典に残る、雄略天皇・楠木正儀・道昭和尚・弘法大師など
偉人のミステリーを紹介しながら歩きます。

平野を知ろう！ひらちゃん講座
『歴史ウォーク瓜破に残る伝承地を歩く』

地域住民同士のコミュニティづくりのために、各地域活動協議会でさまざまなイベントを実施されます。

●瓜破東地域活動協議会「ＵＨフェスタ」 ●長原東地域活動協議会「長原東わいわいフェスタ」

11月11日（日） 
11:00～15:00
長吉東部中央公園
（長吉長原東2）

日時

場所

11月4日（日） 
10:00～16:00
瓜破東小学校
（瓜破東2-5-78）

日時

場所

クレオ大阪南
市立男女共同参画センター南部館

ライフ
大阪市南部
こども相談
センター

長居公園通り

阪
神
高
速（
14
号
松
原
線
）

大阪シティバス
喜連西池前バス停

谷町線 
喜連瓜破駅
1番出口

平野
警察署

11月区民ギャラリー展示案内
（区役所1階）

11月区民ギャラリー展示案内
（区役所1階）

平野区民ホール(平野南1-2-7) 
☎6790-4000 66790-4001

問合せ

11月1日（木）～11月14日（水）

11月15日（木）～11月28日（水）

書道作品
（新平野西連合町会）

水彩画、油彩画の作品
（油絵アート  スマイル）

12月6日（木） 13:00～15:30
平野区瓜破地域
Osaka Metro 谷町線 喜連瓜破駅
30名  ※申込み多数の場合抽選
大森 忠夫氏（古代史研究家）
11月20日（火）必着
ハガキまたはFax・Eメールに講座名・住所・氏名（ふり
がな）・電話番号・当講座を知ったきっかけを記入し、
〒547-8580 まちづくり協働課まで送付または電話・来庁

日時
場所

集合・解散場所
定員
講師
締切日
申込み

2019年
6月28日（金）・29日（土）

世界に見せよう！ほんまええ街 大阪
G20大阪サミット警備にご協力を!!

運動場・模擬店 

場所:ミーティングルーム 
時間:10時～15時 

町会長または 
ＵＨ協事務局 梅田 
06-4305-4559
（事務局で直接販売は

10/31まで） 

平成 
30年度 

からあげ 
ぜんざい 
たこ焼き 
たまごせん 
飲み物 
豚まん 
フランクフルト 
ポテトフライ 
焼きそば 
わた菓子 
当てもの 
コイン落とし 
スーパーボール 
スマートボール 
プニョ玉すくい 
輪投げ 

運動場・イベント 

講堂・ステージ 

他にも出演交渉 
頑張り中！ 

「カードケース」 

講堂前スペース 

講堂・作品展示 

カラオケ大会 

出場者募集 
10月 25日(木) 

＊カラオケは、応募者
多数の場合、抽選にな
りますのでご了承くだ
さい 

申込受付 
10月 25日(木) 

布製 先着 30名 
デコポッジフィルムで 
ワッペン作成→無地の 
布にアイロンで貼る 

包装紙で作る 
たくさんご用意 

グラウンドゴルフ 
CAT隊 
自転車前カゴ取付け 

ふれあい喫茶 
バルーンアート 

手芸サークル 
生涯学習 手芸 
生涯学習 書道 

阿波踊り 
オカリナ・二胡演奏 
生涯学習 コーラス 

日舞 
よさこい 

生涯学習体験講座 

前売り券の購入 金券の取り扱い 

＊手芸作品の展示即売会
（金券・現金可）以外は
『金券』を使用します 
現金は扱いません 
＊抽選番号がついている
のは『前売券』だけです 
＊金券は当日中に使い切
ってください 
後日の払い戻しはいたし
ません 

ＵＨ協事務局 梅田 
06-4305-4559 

場所:講堂 

平成30年（2018年）11月号 3


