
健康情報

生活習慣病予防の調理実習
　生活習慣病を予防するために家庭でできる食事の工夫を、実際に料理を作
りながら学ぶことができます。5月のテーマは「野菜を食べて生活習慣病を予
防しよう」です。

保健福祉課（地域保健）32番窓口 ☎4302-9882問合せ

対象・定員

日時 場所
内容

持ち物
料金
締切日 申込み

5月16日(木) 10：00～13：00　　　　　区役所 2階栄養講習室
お話と調理実習(講師：管理栄養士・食生活改善推進員協議会会員)
区内在住の方25名(先着順)
エプロン、三角巾・バンダナ等、手拭き用タオル、食器用ふきん(2～3枚)
600円(食材料費として)※当日徴収
5月13日(月)　　　　　電話または来庁

各種検診のお知らせ

電話または来庁申込み

保健福祉課（地域保健）32番窓口 ☎４３０２-９８８２問合せ

※定員になり次第、受付終了しますので、ご了承ください
※今年度の検診予約につきましては、平成31年3月1日から募集を開始している
ため、各回一定数に達し次第、第一次受付を終了している場合もありますが、
原則、毎月1日（土日祝の場合は翌開庁日）に翌月分の第二次受付を行います
のでお問い合わせください
☆今年度の検診日程は、広報ひらの3月号別冊【特集号】又は平野区役所ホー
ムページでご確認ください

検診内容・対象・料金等 日時 予約会場

区役所2階
検診フロア

区役所2階
検診フロア

北部サービス
センター

北部サービス
センター

区役所2階
検診フロア

区役所2階
検診フロア

区役所2階
検診フロア
コミュニティ
プラザ平野
（区民センター）

瓜破会館

予約
要

大腸がん（４０歳以上／３００円）
肺がん（４０歳以上／無料）
☆喀痰検査については４００円

骨粗しょう症（１８歳以上／無料）

乳がんマンモグラフィ（４０歳以上で
大正・昭和の偶数年生まれ１,５００円）

予約
不要

歯科健康相談（無料）

6/14（金） 9：３０～１0：３０

6/9（日） 9：30～10：30

5/27（月） 9：３０～１1：0０
13：３０～１5：0０

結核健診（１５歳以上／無料） 5/16 （木）10：00～11：00

特定健診（大阪市国民健康保険・
後期高齢者医療制度加入の方）
☆受診券と国民健康保険被保険
者証・後期高齢者医療被保険者証
が必要です

5/12（日） 9：３０～１1：0０

6/14（金） 13：30～14：30

6/22（土） 9：30～10：30

6/9（日） 9：30～11：00

5/27（月） 9：３０～１1：0０

5/30（木） 10：0０～１1：0０

6/5（水） 9：３０～１1：0０

6/9（日） 9：３０～１1：0０

日程 問合せ

法律相談

受付方法
当日に電話予約受付
（9:00～・先着順）5/9・16・23・30

6/6・13・20・27（木）

各種相談のお知らせ （5月・6月） ※区役所1階で実施。相談は無料。
　市内在住の方に限ります

13:00～17:00相談時間 予約
政策推進課㉓番窓口  
　　  ☎4302-9683

5/7・6/4（火）

5/8・6/12(水)

相続遺言
帰化相談

当日1階窓口で受付
（13:00～15:00）

当日1階窓口で受付
（13:00～14:00）

大阪府行政書士会
阿倍野支部
☎6792-6724

政策推進課㉓番窓口  
☎4302-9683行政相談

5/14・6/11(火) 当日1階窓口で受付
（13：00～15：30）

近畿税理士会東住吉支部
☎6703-1800

税理士
相談

不動産
相談

相続登記・後見
借金問題相談

6/7（金） 当日1階窓口で受付
（13：00～16：00）

大阪府宅地建物取引業
協会なにわ阪南支部  
☎4399-1555

5/10・6/14（金) 当日1階窓口で受付
（13：00～15：30）

大阪司法書士会阪南支部
☎6628-7133

花と緑の
相談 5/17・6/21（金)

6/5（水)

当日1階窓口で受付
（14:00～15:30）

長居公園事務所
☎6691-7200

※できるだけ多くの方に法律相談をご利用いただくため、同一・同種の案件について、反復
的・継続的に法律相談をご利用になることは、お控えいただきますよう、お願い致します

予約不要

予約不要

予約不要

予約不要

予約不要

予約不要

離婚・養育費
相談

5/29（水）～6/5（水）
12:00まで電話予約受付（先着順）

14:00～16:00相談時間

保健福祉課
（地域福祉）33番窓口　
　　　☎4302-9820予約

第6回 ひら混 ジョイ・コーラス

問合せ ひらの混声合唱団（団長 大森利治） ☎090-3925-7947

6月2日（日）【開演】14:00
クレオ大阪南（喜連西6-2-33）　　　　　　400人
1,000円(チケットはコミュニティプラザ平野、平野区民ホール
窓口及びひらの混声合唱団団員よりお求めください)

場所 定員
料金

日時

①5月26日 ②6月9日 ③6月23日 ④7月7日 ⑤7月21日（日）
[全5回] 11:00～12:00 ※最終回は13:30～16:30
クレオ大阪南　　　　　　20名（先着順）
8,000円（別途材料費2,000円）
山田 真優美氏（スイーツ研究所「Unité」主宰）
電話または来館・ホームページ・Fax 

場所 定員
受講料
講師
申込み

日時

平野区民ホール　　　　　　来館場所 申込み

　ひらの混声合唱団によるコンサート

まちライブラリーブックフェスタ
「一年間貸出ゼロの本」展
　一年間借りられなかった本ってどんな本？思わぬ本との出会いをぜひ探し
にきてください。

　本場フランスでの経験を持つ講師から郷土や文化を学びながら、フランス
菓子作りを学べます。最終回にはフランス語のレシピでお菓子作りを体験し
ます！

※詳しくはチラシをご参照ください

問合せ 平野図書館（平野東1-8-2） ☎6793-0881

無　料

開催中（5月15日(水)まで）　　　　　平野図書館 図書展示コーナー日時 場所

講座【①サマーニット・②浴衣の着付け・
　　  ③1DAYフラワーアレンジメント】

問合せ 平野区民ホール（平野南1-2-7） ☎6790-4000

週末パティシエになろう！ 本格スイーツで学ぶフランス

問合せ クレオ大阪南（喜連西6-2-33） ☎6705-1100 66705-1140

5月20日(月) 13：30～15：00　　
平野区老人福祉センター　　　　　　　概ね50名
MITSUMOTOフレンズ6
上履き・飲み物　　　　　　　来館または電話

場所 定員

持ち物 申込み
出演者

日時

　バンドの生演奏があり、お誕生者でない方もご参加いただけます。
4月・5月生まれの方は写真撮影があります。　　　　　　

『誕生お祝いコンサート』を開催します

問合せ 平野区老人福祉センター（加美鞍作1-2-26） ☎6793-0880

無　料

講座名 開催日 定員 料金 締切日

サマーニット 5/11・18
6/8・22・29（土）

6/29、7/6（土） 1,000円

6/2(日)

12名 5/5（日）

6/26（水）

5/29（水）

2,500円
（材料費別）

1,500円
（花材費込み）

10名
（女性のみ）

20名

浴衣の着付け

1DAYフラワー
アレンジメント

①

②

③

5月24日（金） 【午前の部】9:30～13:00 【午後の部】13:30～17:00
クラフトパーク（長吉六反1-8-44）
吹きガラス体験、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 ※吹きガラスの作品引渡しは約1週間
後、キルンワークは約1か月後、陶芸は約1か月半後になります
16歳以上 4～6人 ※教室により異なります
2,000～3,500円 ※教室により異なります
電話または来館 (先着順）

内容
場所

対象・定員

申込み
料金

日時

　「習い事はしたいけど、あと一歩が踏み出せない…」そんな方も大丈夫！ガ
ラス工芸・陶芸・染色・織物・木工・金工など全9工房で、教室の雰囲気やカリ
キュラム、技法から使用する素材にいたるまで、クラフトパークをまるごと知っ
ていただくチャンスです！皆様のご応募お待ちしております。

クラフトパーク「週1回の“ものづくり”体験入学」

問合せ 大阪市立クラフトパーク（長吉六反1-8-44） ☎4302-9210

5月25日(土) 【開場】13:00 【開演】14:00
平野区画整理記念会館 1階ホール
まるむし商店、スマイル、モンスターエンジン、ビコーン！
アンビシャス
350名 全席指定　　　　　 
【前売り】2,500円 【当日】2,800円

出演
場所

定員
料金

日時

お笑いライブin平野区画整理記念会館

問合せ 平野区画整理記念会館（東住吉区中野2-7-16） ☎6702-0513
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