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販売場所 市役所本館
いきいきランド交野
星の里いわふね
いきものふれあいセンター

販売価格 1本100円（税込）

販売中

　市の水道水は、３割は淀川を水源とする大阪
広域水道企業団の水をブレンドしていますが、7割
は最高金賞の水と同じ製法で作られた水です。
蛇口をひねるとおいしい水が出てくる交野市。
みなさんぜひご賞味ください。

「星のしずく、きらり☆」
　自然豊かな交野の山々に浸透し、地下でろ過
された地下水をくみ上げ、生物（鉄バクテリア）
接触ろ過方式という極力薬品を使用しない
方法を採用した星の里浄水場で浄水処理した
地下水を100％使用した、おいしい水道水です。

この水が国際評価機関の
「モンドセレクション2019」で

最も評価の高い
「最高金賞」を受賞しました。

大阪府内では
初めての
  快挙です。
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モンドセレクションの評価

水道水はカルキ臭いと感じることがありますが、これは塩素で消毒しているためです。この臭いは、水がきちんと消
毒されているという証しなのです。交野市は河川の水に比べて雑菌の少ない地下水を多く利用しているため、塩素
の量も比較的少なく済んでいます。

カルキの臭いは安全の証し

昔は「生水はそのまま飲むとお腹を壊す」と言われていました。これは昔の衛生状況や井戸水を使っていたことによる
教えで、今はきちんと消毒されていますので、そのままでも大丈夫です。ただし、長期間使っていなかった蛇口から出る
水は、殺菌に必要な残留塩素がなくなっている場合があるので、最初のバケツ1杯程度は飲み水以外にお使いくださ
い。別の理由でカルキ臭を取るために沸騰させるという人は多くいます。

沸かさないとダメなの？

【冷やす】厚生労働省の研究により、体温より20～25℃冷たい水が最もおいしいとされています。
【沸騰させる】ふたをしないで5分程度沸騰させると塩素がほとんどなくなり、カルキ臭を取り除けます。
【レモン汁を入れる】ビタミンCの作用で塩素を中和し、カルキ臭を抑えることができます。
※塩素がなくなった水は消毒効果もなくなっています。早めに飲み切ってください。

水道水をよりおいしく

水が凍るまでに時間がかかるので、塩素が入っていない水だと雑菌が繁殖してきます。
浄水器や沸騰させた水ではなく、水道の水をそのまま使う方が安全です。

氷は水道水を

【水はのどが渇く前に】 のどが渇いたと感じるときは、すでに脱水が始まっています。
  のどが渇く前に水分補給を心掛けてください。
【水は少しずつ】一度に大量の水を飲んでも体に吸収される量は決まっています。
 また、水分を取り過ぎると内臓に負担が掛かります。こまめに少しずつ飲みましょう。

健康に良い水の飲み方

「星のしずく、きらり☆」は、外観、味、香り、パッケージ、科学的評価の
5項目の平均が90点を超え、最高金賞となりました。
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おいしい水道水をみなさんのご家庭へお届けするために、
浄水設備を整えるのはもちろん、
日ごろから水質に変化がないか等の

検査・監視をしています。

★
★

★特別
見学隊 ★★★

藤本  宗佑さん（小５）

自然の力で
水をきれいに

「生物接触ろ過池」

下の黄色いものが
鉄バクテリア
かなぁ

仲谷  美咲さん（小４）
なかたに

ふじもと そうすけ

みさき

乾  七望さん（小３）

ここで水が
きれいになるんだ

交野の浄水処理で特徴的なのが「生物接触
ろ過方式」という、薬品を使わず、より自然に
近いろ過法として注目されている浄水方法です。
これは、鉄バクテリアという微生物の力で
地下水に溶けている鉄・マンガン・アンモニア
性窒素などを取り除きます。
交野の生物接触ろ過池（砂ろ過方式）は、
日本一の規模を誇ります。

すごい
大きな施設！

今回は、市内の小学生にご協力いただき、
一緒に星の里浄水場を見学しました。

いぬい ななみ

星の里浄水場
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水道法や水質検査計画基本方針に基づき、市内の13か所の給水栓からの水を採取し、残留塩素等
の毎日検査や、定期的な精密検査で安全性を何重にもチェックしています。検査の頻度は水道法と
過去の検査結果に基づき、適正な頻度を設定しています。

市内の井戸や配水池等の水位・水質等の情報を集中
的に監視・制御する中央監視装置を導入し、施設の
効率的な運用を行っています。この装置は、浄水場内
外の機械が正常に動いているかどうかを、24時間
365日休むことなく監視・制御しています。

安全性を徹底的に
チェック

「水質検査室」

異常を素早く察知
「中央監視室」

検査の機械が
いっぱい

すごい大きな機械！

白衣が研究者みたい

ここで交野の水の
情報が分かるんだね
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投票には、選挙人名簿に登録されている必要があります。今回の選挙は、次の①②に該当する人が登録されてい
ます。
①住所要件　令和元年6月1日以前から交野市に引き続き住民票がある人
②年齢要件　平成13年9月9日までに生まれた人
※最近、市内で転居をした人は、転居前住所での投票所で投票してください（投票所は入場整理券に記載）。

交野市議会議員選挙が9/1（日）に告示され、9/8（日）に投票、即日開票します。
各家庭に郵送される「投票所入場整理券」に記載されている投票所で、投票してください。

～ さあ投票  選挙の主役はあなたです ～
交野市議会議員選挙

■投票できる人

①選挙人名簿に登録されていない人（令和元年6月2日以降に交野市に転入した人）
②選挙人名簿に登録されているが、投票時点で市外に転出している人

■投票できない人

候補者の経歴などを掲載した、選挙公報を各家庭に配布します。
地域により配布時期が多少ずれます。9月6日（金）までに届かない場合は、市選挙管理委員会までご連絡くださ
い。直ちにお届けします。また、市ホームページでも選挙公報を公開しています。

■選挙公報をお届けします

投票速報・開票結果 市ホームページ（https://www.city.katano.osaka.jp/)

□問 選挙管理委員会事務局 ☎892-0121

投票 ７：００～２０：００ 各投票所

開票 ２１：１５～ いきいきランド交野
９月８日
（日）

各家庭の世帯主名で投票所入場整理券を郵送します。入場整理券は、1通の封書に世帯全員分が同封されて届き
ます。投票するときは、本人分を投票所へお持ちください。
入場整理券は、投票事務をスムーズに進行させるためのもので、なくてもこの選挙の選挙権があれば投票でき
ます。入場整理券を紛失したときや、持参するのを忘れたときは、投票する際に事務従事者に申し出てくださ
い。

■投票所入場整理券を各家庭に郵送

せっかく投票しても、記載されている内容により無効投票になる場合があります。投票する候補者氏名をはっ
きり記載してください。次のようなものは、無効投票になります。 
①候補者以外の氏名を記載したもの　　②複数の候補者の氏名を記載したもの 
③誰に投票したか不明なもの　　④白紙投票　　⑤誤記・符号等関係のないものを記載したもの

■投票用紙の記載は正確に
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期日前投票・不在者投票の宣誓書・請求書を市ホームページからダウンロードできます。
■宣誓書・請求書のダウンロード

選挙運動のできる期間は、立候補の届け出をした日から投票日前日までです。選挙運動には各種のルールがあ
り、選挙運動関係者だけでなく、有権者もこのルールを守らなければなりません。
【戸別訪問】各戸を訪問して投票を依頼することはできません。
【飲食物の提供】飲食物を陣中見舞いなどといって選挙事務所などに差し入れすることはできません。

■してはいけない選挙運動

期日前投票、不在者投票制度は、投票日当日に投票所で投票できないと見込まれる人が対象です。
【期日前投票】9/2（月）～9/7（土）8：30～20：00
　投票の際は、裏面の宣誓書を記入した入場整理券を持参してください。
　場所　市役所別館1階　正面玄関左側会議室
【不在者投票】9/2（月）～9/7（土）
不在者投票には、次の3種類があります。
①出張・滞在先の他市町村で投票
　不在者投票をする旨の宣誓書・請求書により市選挙管理委員会宛に投票用紙などを請求してください。受け
取った投票用紙などを持参し、滞在地などの選挙管理委員会で投票してください。
②不在者投票のできる施設などで投票
　病院や老人ホームなど、入院（入所）している施設が不在者投票のできる施設に指定されている場合は、その
施設に申し出ることで投票できます。

③郵便等による投票
　下記のＡ～Ｃのいずれかに該当する人は、郵便等による不在者投票ができます。詳しくはお問い合わせください。

視覚に障がいのある18歳以上の希望者に、候補者の氏名、経歴、政見などを記載した選挙公報の音声版（CD）を
お届けします。音声版の提供を希望する場合は、登録が必要となりますので、早めにお問い合わせください。

■音声版選挙公報

①両下肢、体幹、移動機能の障がいの程度が1級または2級
②心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がいの程度が1級
　または3級

病　院

老人ホーム

交野病院、星田南病院、逢々館かたの、青山（老健）
きんもくせい（特養）、ケアハウスきんもくせい、明星（特養・軽費）、
天の川明星（特養）、そんぽの家交野、そんぽの家交野駅前、ベストライフ交野、
美来（特養・老人短期入所施設含む）、あおやま（特養）、あおやま2号館（特養）、
サール・ナートかたの

不在者投票のできる市内の施設（令和元年6月現在）

その他 交野自立センター、交野女子学院

C 介護保険の被保険者証の要介護状態区分の記載が「要介護5」

B 戦傷病者手帳を持ち

A 身体障がい者手帳を持ち

③免疫もしくは肝臓の障がいの程度が1級から3級
①両下肢、体幹の障がいの程度が、特別項症から第2項症
②心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸､肝臓の障がいの程度が
　特別項症から第3項症

■期日前・不在者投票制度をご利用ください 

投
票
箱
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第1投票区投票所
倉治1・7、東倉治、

神宮寺

第5投票区投票所
松　塚

第9投票区投票所
私部南、向井田

第13投票区投票所
私市、大字私市

第17投票区投票所
妙見東

第2投票区投票所
倉治2～6・8・9

第6投票区投票所

第10投票区投票所
天野が原町

第14投票区投票所
私市山手

第18投票区投票所
星田1～6・星田北

第3投票区投票所
幾　野

第7投票区投票所
私部2～4、私部西
（1‒44～47を除く）

第11投票区投票所
寺

第15投票区投票所
藤が尾

第19投票区投票所
 星田7～9、星田山手1・2、
南星台、大字星田

第4投票区投票所
郡　津

第8投票区投票所
私部1・5～8、青山

第12投票区投票所
森南、森北、大字森、

大字傍示

第16投票区投票所
妙見坂

第20投票区投票所
星田山手3～5、星田西

各投票区と投票所案内図

教育文化会館

倉治小学校

交
野
久
御
山
線

スーパーマーケット

郡津駅

交野幼稚園

今池

くらやま幼児園

スーパーマーケットゴルフ
練習場

久保池新池
中池

星田小西館1階教室

旭小学校

郵便局

星田駅
星田会館老人ホーム

大池

旭小学校

三中地域支援室星田妙見宮

妙見坂小学校

河内森駅

河内磐船駅

JA北河内
磐船支店

私市駅
星田神社

妙見坂小学校

郵便局

天
野
川

私市駅

若宮神社

交野高校

いきいきランド交野
第二
京阪
道路

一中西館１階教室
交野高校

いきいきランド交野
第二
京阪
道路

河内磐船駅

消防署
第四中学校

ゆうゆうセンター

天
野
川

交野市駅

JA北河内
交野中央支店郵便局

交野会館
郡津駅

天野川
交野市駅天

野
川

交野小北館1階教室

交野市役所 住吉神社

いきいきランド交野
第二京

阪道路

倉治小管理棟1階教室

交
野
久
御
山
線

スーパーマーケット

機物神社

交野市議会議員選挙

  梅が枝、
私部西1‒44～47
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パブリックコメントの実施
□問 各担当

次の案件について、案を公表し、みなさんからの意見を募集します。
案の閲覧場所　市ホームページ、市役所本館２階情報公開コーナー、各案の担当
意見を提出できる人　次のいずれかに該当する人・法人・団体

▽市内に在住・在勤・在学している　 ▽市内に事業所（事務所）がある

▽市税の納税義務がある　　　　　 ▽その他、案件に利害関係がある
募集期間　8/1（木）～30（金）
意見の提出方法　意見書（様式自由）に住所・氏名（団体名）を記入し、募集期間内（消印有効）に、持参・郵送・
              FAX・Eメールで各担当
※意見の全部・一部を公表することがあります。また、意見に対し個別回答はしません。
■交野市企業立地促進条例（素案）
市内の工業跡地の宅地化により、事業者の操業環境が悪化しているため、本制度により安定した操業環境の維
持・形成について定めるものです。
担当　地域振興課 ☎892-0121 □FAX 891-5046
　　　〒576-8501（住所記入不要）　  sinkou@city.katano.osaka.jp

■星田出張所および星田コミュニティーセンターの廃止
同施設は、建設後43年経過し老朽化が進むほか、耐震化基準を満たしておらず、バリアフリーにも未対応のた
め、「交野市公共施設等再配置計画」において、現在の建物を更新せず、民間施設等も利用した代替機能の確保の
方向性としています。このことから、同施設を廃止し、交野市出張所設置条例および同施行規則、交野市立星田
コミュニティーセンター条例および同施行規則を廃止するものです。
担当　星田出張所 ☎891-2031　□FAX 895-2003
　　　〒576-0016　星田1-49-5　  hosida@city.katano.osaka.jp

■交野市下水道施設ストックマネジメント計画（案）
市が管理する下水道施設にリスク評価による優先順位付けを行い、点検・調査及び修繕・改築計画を策定するも
のです。
担当　下水道課 ☎892-0121 □FAX 893-1254
　　　〒576-8501（住所記入不要）　  gesui@city.katano.osaka.jp

第一中学校区における魅力ある学校づくり
学校での活動にかかる意見聴取ワークショップ

□問 学校規模適正化室 ☎810-8010
　第一中学校区の新しい学校づくりに向けて、ワークショップ形式で学校統合にかかる課題や施設整備等の検
討を進めています。
　この度、地域の力も学校の活力となるようなイメージを膨らませるため、フリートークの場を開きます。新し
い学校での活動に興味のある人や、地域活動や普段の活動を学校支援に生かしたいと思っている人たちのワー
クショップを開催します。
日時　9/1（日）14：00から2時間程度
場所　青年の家2階　201号室
申込用紙の配布　市役所本館2階　情報公開コーナー、青年の家1階　学校規模適正化室、市ホームページ
申込　申込用紙を持参・FAX・Eメールで学校規模適正化室（当日申込可）
　〒576-0052　私部2-29-1   □FAX 892-4800　　 tekisei@city.katano.osaka.jp

※2回目以降の開催はホームページでお知らせ予定です。
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交野市職員募集
□問 人事課 ☎892-0121

第1次試験日　9/29(日）
採用予定日　令和2年4/1
募集要項・申込書の配布

▽窓口配布　市役所本館2階人事課、ゆうゆうセ
　ンター1階市民サービスコーナー、星田出張所、
　消防本部総務課

▽ホームページ　印刷は、A4サイズの白色普通紙
　に黒色インクで印刷

▽郵送請求　封筒の表に「試験申込書請求」と朱
　書きし、希望職種を記入した紙と、郵便番号・住
　所・氏名を記入し、392円切手を貼った返信用
　封筒（縦23.5㌢×横12㌢の定型封筒）を同封
　し、〒576-8501（住所記入不要）人事課
申込　8/20（火）～9/18（水）に人事課

日時　8/20（火）15:00～16:30
場所　市役所別館3階　中会議室
※車での来場はご遠慮ください。
内容　①交野市で働く魅力について
　　　②人事制度・給与制度等について
　　　③質疑応答（職種別に個別ブースで先輩職員が
　    　　お答えします）
※説明会参加の有無が採用試験の合否に影響することは
　ありません。
※適正冷房・軽装勤務を実施中。同様の服装を推奨します。
定員　50人（超過の場合、立ち見になる場合あり）
申込　8/15（木）までに電話・Eメールで人事課
　☎892-0121　　jinji@city.katano.osaka.jp
※障がい等で配慮が必要な場合は申込時にその旨を
　お伝えください。

消費者相談 就活の面接対策セミナーの高額契約をしてしまった！

Ｑ

A

助言

先月、面接対策セミナー説明会に参加すると、私の弱点を指摘され「それを克服しないとダメ」「自分が変わら
ないと成功しない。変えたくて来たんでしょう」と30万円の連続セミナーを勧められて契約してしまいまし
た。セミナー開催日が不定期で参加できないし、雰囲気にのまれて契約してしまったことを後悔。解約・返金し
てもらえないでしょうか。
契約書面を確認するとクーリング・オフの記載もありましたが、もうその期間は過ぎていました。ただ、消費者
契約法では「願望の実現に過大な不安を抱いていることを知りながら、不安をあおり契約が必要と告げた場合
には、契約の取り消しができる」としています。事業者に契約取り消しと返金を文書で通知しましょう。

6月から、改正消費者契約法が施行され、契約取り消し範囲が拡大。高齢者等が不安をあおられ契約した場合やデー
ト商法、霊感商法、契約前なのに強引に代金を請求されるなどの場合も契約取り消し事項に追加されました。

ゆうゆうセンター1F　人権と暮らしの相談課　消費生活センター ☎891-5003　

職員採用説明会

職種・定員 対　　　象
①平成5年4/2～10年4/1に生まれ、学校教育法による大学を卒業した人、または同等の資格があると
　認める人
②平成8年4/2～12年4/1に生まれ、学校教育法による短大等を卒業した人
③平成10年4/2～14年4/1に生まれ、学校教育法による高校を卒業した人、または高校卒業程度の知識
　を有する人（短大等を卒業の人を除く）

事務職
（3人程度）

平成3年4/2以降に生まれ、保育士資格と幼稚園教諭免許の両方を有する人保育士
（2人程度）

昭和59年4/2以降に生まれ、次の①または②に該当する人
①学校教育法による大学・短大等・高校で、土木に関する専門の課程を修了した人
②1・2級土木施工管理技士、技術士（建設または上下水道部門）のいずれかの資格保持者

土木職
（2人程度）

昭和59年4/2以降に生まれ、次の①または②に該当する人
①学校教育法による大学・短大等・高校で、建築に関する専門の課程を修了した人
②一級または二級建築士の資格保持者

建築職
（2人程度）

次の①または②に該当し、(Ａ)(Ｂ)両方の要件を満たす人
①平成5年4/2～10年4/1に生まれ、学校教育法による大学を卒業した人、または同等の資格がある
　と認める人
②平成8年4/2～14年4/1に生まれ、学校教育法による短大等・高校を卒業した人。または高校卒業
　程度の知識を有する人（大学を卒業または令和２年３月卒業見込みの人を除く）
(Ａ)普通自動車運転免許取得者で、過去３年間無事故の人、または令和２年３月末日までに普通自動
　  車運転免許を取得見込みの人
(Ｂ)視力・色覚・聴力など、災害現場などにおける消防職務遂行に必要な健康度や体力を有する人

消防職
（1人程度）

平成元年4/2以降に生まれ、社会福祉士の資格を有する人
事務職

【社会福祉士】
（2人程度）

※各職種とも、国籍・性別は問いません。学歴・資格等についてはいずれも令和2年3月末までに卒業・取得見込みを含みます。
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雨天時は室内で生き物観察とお話を聞きます。
日時　8/23（金）10:00～12:00
場所　大阪市立大学理学部附属植物園
講師　大阪府立環境農林水産総合研究所
　生物多様性センター　近藤美麻さん
定員　24人(先着順。小学生以下は保護者同伴)
入園料　350円(中学生以下無料)
持ち物　帽子、飲み物、タオル、筆記用具
申込・□問 環境衛生課 ☎892-0121

植物園で水辺の生きものを探そう環境

交野山ナイトHike自然

真っ暗な山道。そんな夜の山を感じてみましょう。
日時　8/24（土）18:00～
集合　交野里山ビジターセンター
定員　約20人　参加費　2,000円
※登山装備やヘッドライト等の貸出あり。
申込　かたのスイッチHP「あそびのスイッチ」

https://katanoswitch.jp/(各種イベント掲載中)
□問 かたのツーリズム推進協議会
　☎070-7528-6174

親子で作る野鳥のブローチ教室体験

日時　8/18（日）10:00～15:00
場所　青年の家学びの館
対象　園児・小学生と保護者(小学4年生以上と大
　人は1人参加可)
定員　20人(先着)　費用　無料
持ち物　弁当、お茶、水彩絵の具、細い筆、水入れ
申込・□問 8/6（火）からいきものふれあいセンター
 ☎893-6520

家庭教育学級　夏休み企画教育

「気持ちのことば」をテーマに、子どもと大人、グ
ループに分かれて自由におしゃべりしましょう。
日時　8/16（金）10:00～
場所　青年の家武道施設2階　専修室
対象　小学生と保護者　講師　ポラリス
申込・□問 8/9（金）までに社会教育課 ☎892-7721

アウトドア

青年の家

イベント情報

こ ん ど う み お

ボールすくいや射的など、楽しい縁日です。
日時　8/25（日）10:00～16:00
費用　11回券1,000円、5回券500円
□問 いきいきランド交野プールフロント
　☎894-1187

いきいきランド交野の夏祭り祭り

いきいきランド交野

市内に残る古文書の調査を実施します。作業を公
開しますので、見学にお越しください。
日時　9/5（木）～7（土）13:00～16:00
場所　星の里いわふね研修室　費用　無料
□問 社会教育課文化財係 ☎893-8111

古文書調査公開文化

星の里いわふね

もうすぐ運動会。ライバルに差をつけよう。
日時　8/21（水）1部13:00～14:00
　　　　　　　2部14:30～15:30
場所　いきいきランド交野　サブアリーナ
対象　小学1～3年生　定員　各20人
費用　1,200円(指定のシューズ購入で無料)
持ち物　室内シューズ、飲み物、タオル
申込　8/1（木）10:00からweb予約
　（右のQRコード）
□問 いきいきランド交野プールフロント
　☎894-1187

走り方教室スポーツ

今年で7回目、豪華な顔ぶれです。
日時　11/9（土）13:30開場、14:00開演
場所　星の里いわふね　対象　小学生以上
出演者　桂ざこば、桂南光、桂南天、桂吉弥、桂ちょ
うば、桂弥っこ
費用　前売券A席3,000円、B席2,500円
　当日券は各500円増(前売券完売の場合はなし)
※障がい者と介助者1人は500円割引(星の里い
わふね窓口のみ)
販売　8/27（火）から
　星の里いわふね(販売9:00～、電話予約11:00～)、
星田西体育施設(販売11:00～)、中村興文堂書
店・中書店・星田ネオ書房(営業時間内)
□問 星の里いわふね ☎893-3131

星の里いわふね　米朝一門会文化

かつら なんこう なんてん きちや

や
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日時　8/21（水）10:00～12:00
場所　ゆうゆうセンター
対象　市内在住の15～39歳で就労を目指す人(学
生除く)
定員　2人(先着順)　費用　無料
申込・□問 8/1（木）から人権と暮らしの相談課
 ☎817-0997

職業適性検査仕事

転倒予防や身体づくりに役立つ講義・実技です。
①8/19（月）9:40～10:40、体力測定
②8/26（月）9:40～10:40、結果の返却、体力アップ
　に関する取り組み紹介等
場所　ゆうゆうセンター1階　審査会室
対象　65歳以上　定員　15人
費用　無料　持ち物　飲み物
申込・□問 8/5（月）から高齢介護課 ☎893-6400

元気度知ろう会「体力測定」健康

「健康リーダー」とは、運動や食事を中心に学び、自
主グループとして市が目標としている健康寿命延
伸に向かって活動するボランティアです。
今回、全9回の養成講座を開き、6期生を募集しま
す。講座終了後は地域での活動をお願いします。
▷9月:6（金）・19（木）　▷10月：3（木）・11（金）・24（木）
▷11月:7（木）・15（金）・21（木）　▷12月:5（木）
※全日程子どもの保育あり。
場所　ゆうゆうセンター
対象　74歳以下の市民　定員　20人程度
講師　医師、健康運動指導士、保健師、栄養管理士
申込・□問 8/1（木）～15（木）に健康増進課
 ☎893-6405

健康リーダー養成講座健康

ゆうゆうセンター

日時　8/9（金）14:00～16:00(13：30開場)
場所　ゆうゆうセンター4階　交流ホール
上映作品　「チョッちゃん物語」
定員　450人(先着)
□問 人権と暮らしの相談課 ☎817-0997

平和祈念のつどい映画会平和高齢者の健康づくりや元気アップを目的に、身体
機能や食生活等に関する講話・実技をします。
日時　9/2～12/16の毎週月曜日(祝日除く)
　①10:00～12:00　②14:00～16:00
※全12回参加を前提にしています。
場所　ゆうゆうセンター3階　研修室
対象　65歳以上で身体の衰えが気になる市民
定員　①②各20人(先着)　費用　無料
持ち物　筆記用具、飲み物
申込書の配布　高齢介護課、市ホームページ
申込・□問 8/1（木）から高齢介護課 ☎893-6400

元気アップ大作戦健康

「第二の人生まだ働こう」という人へのお話です。
日時　9/4（水）14:00～15:30
場所　ゆうゆうセンター2階　体験学習室
定員　30人
講師　社会保険労務士　荒木陽子さん
申込・□問 8/1（木）から人権と暮らしの相談課
 ☎817-0997

セカンドライフに必要な
公的年金の基礎知識くらし

あ ら き よ う こ
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健康づくりに役立つ市オリジナルの体操です。
①8/７・21（水）10:30～11:30
　ゆうゆうセンター4階　多目的ホール
②8/23（金）10:30～11:30
　いきいきランド交野2階　サブアリーナ
※8月は青年の家武道施設分開催なし。
対象　概ね65歳以上　定員　各80人
費用　無料　持ち物　飲み物、②は上履き
□問 高齢介護課 ☎893-6400

元気アップ体操クラブ健康

日時　8/21（水）14:00～
場所　倉治図書館2階　視聴覚室
定員　50人程度　費用　無料
作品　日本の昔話「牛若丸」、「お坊さんとカメ」ほか
申込　直接会場（駐車場に限りがあります）
□問 倉治図書館 ☎891-1825

夏休みビデオ上映会文化

健康を保ち、生きがいづくりをしませんか。
日時　9/17（火）13:00～15:30
　　　9/18（水）～20（金）13:00～15:00
場所　私部公園グラウンド(9/17は管理棟集合)　
対象　市内在住の65歳以上の初心者
定員　40人(先着)　費用　無料
申込・□問 8/1（木）から高齢介護課 ☎893-6400

介護予防・高齢者スポーツ講習会
グラウンド・ゴルフ健康

その他施設（市内）

日時　8/31（土）10:00～16:00
場所　星田駅北地区土地区画整理事業事務所

内容　発掘調査出土品の展示、発掘調査担当者等
　による解説(10:00～、14:00～の2回)
□問 社会教育課文化財係 ☎893-8111

星田北・駅北地区等の発掘調査成果公開文化

心肺蘇生やAED使用のほか、小児・乳児の心肺蘇生
やさまざまな応急処置、搬送方法等の講習です。
日時　9/8（日） 9:00～17:00
場所　消防本部2階　研修室
対象　市内在住・在勤者　定員　10人(先着)
費用　無料　持ち物　昼食
申込・□問 8/31（土）までに消防本部警備課
 ☎892-0013

上級救命講習救命

ラテン系の音楽とダンスを融合させて創作された
ダンスフィットネスエクササイズです。
日程　9～11月の毎週木曜日(11/7除く)
対象　市内在住・ 在勤の16歳以上
費用　一括6,000円(12回分)、分割1回600円
持ち物　上履き、飲み物、タオル
講師　和田沙織さん
申込・□問 8/8（木）から参加費を添えて各施設
星の里いわふね ☎893-3131
時間　19:00～20:00　定員　30人(先着)
星田西体育施設 ☎893-7721
時間　14:30～15:30　定員　25人(先着)

ZUMBA(ズンバ)スポーツ

わ だ さ お り

心と体を整えるエクササイズです。肩こり・腰痛等
の改善も期待できます。
日時　9～11月の毎週木曜日(11/7除く)
　15:40～16:40
場所　星田西体育施設
対象　市内在住・在勤の16歳以上
定員　20人(先着)　講師　和田沙織さん
費用　7,200円
持ち物　上履き、飲み物、タオル、バスタオルまた
　はブランケット、ヨガマット(貸出あり)
申込・□問 8/8（木）から参加費を添えて星田西体育施
　設 ☎893-7721

ピラティススポーツ

わ だ さ お り

第二
京阪
道路

発掘現場

星田出張所
星田駅
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防火管理者の選任が必要な事業所で、異動などに
より不在となる場合には、必ず受講してください。
日時　9/7（土）・8（日）
場所　枚方寝屋川消防組合消防本部5階
　多目的ホール
対象　市内在住・在勤の防火管理資格取得希望者
定員　5人(先着)　費用　4,000円
持ち物　甲種防火管理新規講習受講申込書兼受講票
申込・□問 8/5（月）～9（金）に消防本部予防課
 ☎892-0012

甲種防火管理新規講習会消防

日時　8/25（日）11:00～16:00
場所　梅田スカイビルタワーウエスト10階
　アウラホール
※参加申込不要。入退場自由。
対象　一般および高校生　費用　無料
□問 （公財）私立大学通信教育協会
　☎03-3818-3870

大学通信教育合同入学説明会教育

日時　9/14（土）午前の部11:00～
　午後の部14:00～
場所　メセナひらかた会館　多目的ホール
定員　各340人(先着)　費用　無料
申込・□問 8/20（火）から、電話・FAX・Eメールで、①イ
　ベント名②希望の部(午前・午後)③氏名(ふりが
　な)④電話番号⑤保育(6か月～就学前。先着10人。
　9/6までに要申込)の有無を世界人権宣言寝屋川・
　枚方・交野連絡会事務局(枚方市人権政策室内)
　☎841-1259　□FAX　841-1700　
　 jinken-kouza@city.hirakata.osaka.jp

人権を考える映画会「ワンダー 君は太陽」人権

日時　9/18（水）9:00～(雨天中止)
集合　河内磐船駅　対象　市内在住・在勤者
定員　30人　費用　800円(交通費等は別途負担)
持ち物　筆記用具、弁当、水筒
申込　はがきに①氏名(ふりがな)②郵便番号③住
所④電話番号を記入し、8/16（金）(必着)までに社
会教育課「生涯学習講座・田原本町」係
　〒576-0052　私部2-29-1　
※1枚のはがきにつき2人まで応募可。多数の場
合、8/19（月）に青年の家で抽選を行います。

□問 社会教育課 ☎892-7721

田原本町（奈良県）の街並みと古跡を巡る文化

日時　8/24（土）　9:20～12:00
集合　市役所駐車場(行き先までマイクロバス)
行き先　花博記念公園ハウジングガーデン
対象　市内在住・在勤者
定員　24人(先着)
申込・□問 8/1（木）から交野みどりネット事務局
 ☎892-0121
※参加には、COOL CHOICEとハウスメーカーの
アンケート回答が必要です。

ゼロエネルギー住宅(ZEH)
見学会環境

日時　9/6（金）19:00～20:30
場所　ブリーゼプラザ7階　小ホール
演題　「働く世代の生活再建のための住まいとお
金の知識の備え」(講師:弁護士　岡本正さん)
定員　200人(先着)
費用　無料
申込　はがき・FAX・Eメールに①9月6日②郵便
番号③住所④氏名(フリガナ)⑤年齢⑥電話番号
⑦同伴者の氏名・年代⑧広報かたのを記入し、
8/28（水）〈必着〉までに大阪府金融広報委員会事
務局
　〒530-8660　大阪市北区中之島2-1-45
□FAX　06-6233-6080
　 osaka@shiruporuto-net.jp

□問 同事務局 ☎06-6206-7748

くらしとお金に役立つ講演会くらし

その他の施設（市外）

おかもとただし
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住民票の写し等本人通知制度申請

制度・業務

この制度は、不正請求抑止のため、事前登録によ
り、登録者の住民票や戸籍謄本等を代理人を含む
第3者に交付した時に、交付の事実を本人に通知す
る制度です。外国人住民の人も利用できます。
事前登録できる人
▷本市の住民基本台帳、戸籍の附票に記載され　
　ている人（5年以内に除かれた人を含む）
▷本市の戸籍に記載されている人（除かれた人を
　含む）
必要書類
▷本人申込：マイナンバーカード（通知カード除
　く）、パスポート、運転免許証等の本人確認書類
▷法定代理人申込：戸籍謄本その他法定代理人で
　ある資格を証明する書類と本人確認書類
▷代理人申込：委任状と代理人および本人通知登
　録者の本人確認書類
申請窓口　市民課・星田出張所
通知内容・方法　住民票の写し等の種類、交付日・
　枚数を記載した通知書を本人宛に郵送
□問 市民課 ☎892-0121、星田出張所 ☎891-2031

就職希望者高等学校卒業程度
認定試験受験支援制度仕事

この試験に合格すると、高校卒業と同程度と認定
され、就職活動の幅が広がります。補助には就労支
援相談を受けていることなどが条件となりますの
で、事前にお問い合わせください。
対象　市内在住で39歳以下の就職希望者
申込書の配布　人権と暮らしの相談課、市ホーム
　ページ
※試験の詳細は文部科学省HPをご覧ください。
http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shiken/

就労支援相談
日時　平日10:00～12:00、12:45～16:00（月・水
　曜は専門相談員常駐）
場所・□問 ゆうゆうセンター1階　人権と暮らしの相
　談課 ☎817-0997

児童扶養手当・特別児童扶養手当子育て

現況届・所得状況届の受付開始
児童扶養手当は8/1（木）から、特別児童扶養手当は
8/9（金）から受付を始めます。受給資格者(支給停止
者も含む)には、7月末頃に通知を送りますので、期
間内に必ず届け出をお願いします。
児童扶養手当
父母の離婚・死亡・障がい等により、父または母と
生計を同じくしていない児童(18歳になってから
最初の3/31までの児童または一定の障がいがあ
る場合は20歳未満の児童)を養育する母、監護し、
かつ生計を同じくする父、父母に代わって児童を
養育する(児童と同居し、監護し、生計を維持する)
人に支給されます。受給資格がなくなったときは、
すぐに届け出をしてください。未届のまま手当を
受けていると受給資格がなくなった日から、手当
が全額返還となります。
特別児童扶養手当
20歳未満で政令に指定される障がいの状態にあ
る児童を監護する父母(主として生計を維持する1
人)か、父母に代わって児童を養育する(児童と同居
し、監護し、生計を維持する)人が受給できます。
※障がいの程度・住所・氏名等に変更があった場合
は届け出をしてください。
受給についての制限
両手当とも、公的年金給付との調整や所得、要件な
どの制限があります。
8月の定例払い
両手当とも8/9（金）です。
□問 子育て支援課 ☎893-6406

お知らせ

未婚の児童扶養手当受給者に給付金子育て

児童扶養手当の受給者(支給停止者を除く)のうち、
未婚のひとり親の人に、臨時・特別の措置として給
付金が支給されます。児童扶養手当の現状届の手
続きと同時申請できます(添付書類は別途必要)。
対象　次の要件全てを満たす人
①交野市から11月分の児童扶養手当の支給を受
　ける父または母
②10/31現在で、これまでに婚姻（法律婚）をした
　ことがない
③10/31現在で、事実婚をしていない。または事実
　婚の相手方の生死が明らかでない
支給額　1万7,500円(1回限り)
必要書類　戸籍謄本、認印ほか
受付期間　8/1（木）～12/2（月）
支給時期　令和2年1月
申込・□問 子育て支援課 ☎893-6406
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同居・近居促進事業補助金制度くらし

市内に住む親世帯との同居・近居を目的とした住
宅の購入・改修に対し補助金を支給しています。
対象　次の要件全てを満たす人(申請時時点)
①4/1～令和2年3/31に市外から市内への転入
　(住民票異動)を行っている
②親世帯が市内に5年以上居住している
③子世帯が転入する前に1年以上市外に居住して
　おり、中学生以下の子どもがいる
④子世帯または親世帯が市内に所有するもので、
　子世帯が居住するためにいずれかの名義で所有
　権保存登記または所有権移転登記をしている
⑤住宅の購入・改修が平成28年4月1日以降の契約
　である
⑥建築基準法やその他法令に基づき適性に建築さ
　れた住宅である
補助額　上限20万円
　※制度の詳細はお問い合わせください。
□問 都市計画課 ☎892-0121

税・保険・年金
個人事業税の納期限税

8月に第1・2期分の納付書をまとめて送ります。
第1期分の納期限は9/2（月）です。納付には便利な
口座振替制度をご利用ください。
□問 北河内府税事務所 ☎844-1331

中古住宅流通促進・リフォーム等補助金くらし

1年以上市外に居住している人が、市内の中古住宅
を購入し、新たに転入する人を応援する制度です。
※同居・近居促進事業補助金と併用はできません。
対象　4/1以降の売買契約で一定の中古住宅を購
　入し、市内に転入した人
補助額　10万円(転居時にその住宅をリフォーム
　等した場合は＋5万円。市内業者でその施工をし
　た場合は更に＋5万円)※最大20万円
□問 都市計画課 ☎892-0121

中学生・高校生の「税についての作文」募集税

「税」への関心・理解を深めてもらうために募集し
ます。優秀作品には賞状と記念品を贈呈します。
作品の規格　1人1編(作品の返却不可)で、作文の
　冒頭に題名・学校名・学年・氏名(ふりがな)を、末
　尾に応募者の住所(学校を通じて応募する場合
　は不要)を記載
※優秀作品は学校名・名前等とともに国税庁HP・
　国税当局広報誌等で広く発表します。
中学生の部
テーマ　「税に関すること」
文字数　1,200字以内
申込　9/4（水）までに学校を通じて
高校生の部
テーマ　「税の意義と役割について考えたこと」
文字数　800～1,200字以内
申込　9/5（木）までに学校を通じてか、直接枚方税務署
□問 枚方税務署総務課 ☎844-9521

「税に関する小学生の習字」を募集税

「税」について考えてもらうために募集します。優
秀作品には賞状と記念品を贈呈します。
対象 小学生　テーマ　税に関するもの
作品の規格　半紙を使用し、1人1作品(作品の返却
　不可。作品の左側に学校名・学年・氏名を明記)
申込・□問 9/5（木）までに学校を通じて枚方税務署総
　務課 ☎844-9521
　

制度・業務
特別障がい者手当・障がい児福祉手当福祉

所得状況届の提出
8月上旬に現在手当を受けている人(経過的福祉手
当含む)に、案内を送ります。所得状況届の提出が
遅れたり提出しなかった場合は、手当の受給が遅
れたりもらえなくなることがあります。必ず期間
中に提出してください。
提出期間　8/9（金）～9/10（火）
※いずれも所得制限があります。また、施設入所等
　の要件により対象外となる場合がありますので、
　詳細はお問い合わせください。
特別障がい者手当
対象　20歳以上で、重度障がいの重複など著しく
　重度で永続する身体・知的・精神障がいがあるた
　め、日常生活において常時介護が必要な人
支給額　月2万7,200円(年4回支給)
障がい児福祉手当
対象　20歳未満で、身体または精神に著しく重度
　で永続する障がいがあるため、日常生活におい
　て常時介護が必要な人
支給額　月1万4,790円(年4回支給)
□問 障がい福祉課 ☎893-6400



17

市税の納期限税

市・府民税第2期分の納期限は9/2（月）です。期限ま
でにお納めください。
□問 税務室 ☎892-0121

文化祭発表団体と展示作品募集祭り

費用　1団体(個人含む)1,000円(説明会で徴収)
申込　8/1（木）～13（火）に青年の家窓口
□問 社会教育課 ☎892-7721
展示の部【11/1（金）～3（日）】
場所　青年の家、武道施設、学びの館
出品　1人1点
発表の部【11/2（土）～3（日）】
場所　星の里いわふね　定員　25団体(抽選)
出演時間　1団体10分(入退場含む)

かたのにぎわいフェスタ各種募集祭り

日時　10/26（土）10:00～19:00
　　　10/27（日）10:00～17:00
場所　いきいきランド交野
申込・□問 8/30（金）〈消印有効〉までにかたのにぎわ
　いフェスタ実行委員会事務局
　〒576-0052　私部1-1-2　交野青年会議所内
　☎892-4500　□FAX　892-4507
　　 katanonigiwai2017@gmail.com

企業ブース
内容　活動PR、実演、チラシ配布等無償で提供でき
　るもの
対象　両日出店できる企業
定数　20社程度　費用　無料
申込　応募用紙を持参・郵送・Eメール
模擬店ブース
対象　両日出店できる市内の市民団体
出店料　1万6,000円（1区画）
電気使用料　2,000円（電気器具1台）
ガス使用料　1,620円（ガスボンベ1本）
※発電機・カセットコンロ使用不可。
申込　①団体名②担当者名③担当者住所④担当者
　の日中連絡が取れる電話番号⑤団体・事業者の
　概要⑥希望区画数を持参・FAX・郵送
※応募多数の場合は希望区画数に対応できないこ
　とがあります。
ストリートパフォーマンス
今年はステージを組まない予定です。
対象　10/27（日）に参加できる市内で活動してい
　る音楽・ダンス・手品・漫才等のグループ
申込　デモテープ等と応募用紙を持参・郵送
※応募多数の場合は審査をします。

募集

交野機織り教室生徒募集文化

河内木綿の伝統を承継し、後世に広く伝える教室
です。経験不問。全ての工程を丁寧に指導します。
日時　毎週水・金・土曜日10:00～
場所　教育文化会館2階　機織室
内容　糸作りから機織りまでの作業工程の修得
※見学者の案内等をお願いする場合があります。
対象　市内在住者　費用　無料
□問 交野市文化財分室 ☎893-8118

心の輪を広げる体験作文・
障がい者週間のポスター募集福祉

障がいのある人とない人との心のふれあいの体験
を綴った作文や、障がい者への理解を促進するポ
スターを募集します。入賞者には賞状等を贈呈。
作文　400字詰め原稿用紙B4版(縦書き)で、小・
　中学生は2～4枚、高校生・一般は4～6枚(点字・
　Eメールでの応募可)
ポスター　小・中学生のみ。B3画用紙または4つ切
　りサイズ画用紙(縦長のみ)
申込・□問 9/4（水）〈消印有効〉までに、持参・郵送で府
　障がい福祉企画課権利擁護グループ
　〒540-8570（住所記入不要）
　☎06-6941-0351

http://www.pref.osaka.lg.jp/keikakusuishin/syougai

-info/r1sakubunposuta.html

昨年の最優秀賞作品
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フリースペース安全ボランティア募集求人

放課後に小学校校庭を開放し自由に遊べるフリー
スペース事業の安全ボランティアを募集します。
内容　参加児童の受付・安全管理
時間　主に15:00～16:30(学校・季節により変動
　あり)
場所　市内各小学校
□問 青少年育成課 ☎892-7721

放課後児童会指導員募集求人

子どもと接することが好きな人を募集します。
募集人数　若干名　勤務場所　市内小学校児童会
※いずれも長期休業期間等は勤務時間に変更があ
　ります。
指導員(週5日)
内容　児童の見守り・適切な遊びの提供等
対象　放課後児童会で勤務経験のある人
勤務時間　13:00～18:30(土曜勤務や研修あり)
賃金　月額18万6,100円～
アルバイト指導員(週3～5日で要相談)
内容　指導員の指示のもと、主に障がいを伴う児
　童の見守り・適切な遊びの提供等
勤務時間　13:00～18:30のうち3時間
賃金　時給980円
フリー(代替)指導員(学生歓迎)
内容　指導員の指示のもと、児童の見守り・適切な
　遊びの提供等
勤務時間　13:00～18:30のうち3時間
※特に人手が必要な長期休業期間の勤務が多くな
　ります。　賃金　時給980円
申込・□問 青少年育成課 ☎892-7721
※後日面談を行います。放課後児童支援員認定資
　格研修修了者、保育士、社会福祉士、教職員免許
　法第4条に規定する免許保持者は履歴書にご記
　入ください。

募集

女性活躍推進優良事業者表彰の
候補事業者募集人権

受賞事業者は、社名を取り組み内容とともに市
ホームページ、広報などにおいて広く市内事業者
や市民のみなさんに紹介する予定です。
対象　市内に本社または主たる事業所を置き女性
　活躍推進の取り組みをしている事業者
申込書の配布　市ホームページ、人権と暮らしの
　相談課
申込　申込書とレポート(800字程度、様式自由)を
　郵送・FAX・Eメールで人権と暮らしの相談課
　〒576-0034　天野が原町5-5-1
□FAX　817-0998　　kurasi@city.katano.osaka.jp

□問 人権と暮らしの相談課 ☎817-0997

青少年健全育成標語の募集健全
育成
11月の「子ども・若者育成支援強調月間」で、ポス
ターに使う標語を募集します。優秀作品等には記
念品を贈ります。
対象　未発表作品で、ポスターに掲載できるもの
審査　市青少年指導員会で審査
申込・□問 8/30（金）〈消印有効〉までに、標語と①氏名
　②年齢③住所④電話番号をはがき・Eメールで青
　少年育成課 ☎892-7721
　〒576-0052　私部2-29-1
　 ikusei@city.katano.osaka.jp

パッカー車の側面デザイン画を募集くらし

みんなの作品がパッカー車にプリントされます。
対象　市立小学校に通う小学4年生
採用作品　2点
テーマ　次のいずれか1つ
①「星のまち交野の未来」私たちが大人になったと
　き、交野市はどうなっているのかな？
②「守ろう交野の自然環境」交野の自然をどうやっ
　たら守っていけるのかな？
応募の決まり
①水彩絵の具・ポスターカラーで四つ切画用紙に
　描く（メッセージは画用紙の端には書かない）

②自分で考えて描く（本などの絵は写さない）
③個別の商品名は記入しない
④おりひめちゃん・星のあまんは描かない
⑤絵の題名など、何かメッセージを入れる
⑥画用紙の裏に学校名・学年・クラス・名前(ふりが
　な)を入れる
※応募作品の著作権は市に帰属します。
申込　8/30（金）までに学校の担任の先生
□問 環境事業課 ☎892-2471

端に描くとこのように切れてしまいます



19

市立幼児園のパート調理員募集求人

内容　給食調理補助業務
勤務場所・時間　くらやま幼児園
　月・水曜8:15～16:30、金曜8:15～11:15、
　土曜(月1回)8:30～13:00
対象　4月現在で64歳以下　募集人数　1人
時給　平日1,070円、土曜1,130円
申込　写真付履歴書をこども園課に提出
□問 こども園課 ☎893-6407

募集

いきいきランド交野長期アルバイト募集求人

60歳前後の元気な人も活躍中です。トレーニング
ルームスタッフも募集中。制服貸与あり。
内容　施設予約受付、グラウンド整備、軽作業
勤務時間　平日・土曜8:00～22:00、日曜・祝日
　8:00～18:00(週3～4日、1日5～6時間のシフ
　ト制・応相談)
時給　940円
交通費　実費支給(車・バイク通勤は原則不可)
□問 いきいきランド交野 ☎894-1181

各種自衛官等募集求人

対象　18歳以上。一般曹候補生・自衛官候補生は
　33歳未満。航空学生は高卒(見込み含む)で海上
　は23歳・航空は21歳未満。
※受付期間・試験日程等はお問い合わせください。
□問 自衛隊守口出張所 ☎06-6997-7339

三市合同企業就職面接会参加企業募集仕事

交野・枚方・寝屋川市の合同企業就職面接会の参加
企業を募集します。企業と求職者との面接の場を
設定し、採用までのお手伝いをします。
日時　10/25（金）13:00～16:00
場所　寝屋川市立市民会館
内容　①求人企業の合同企業就職面接会②労働ミ
　ニセミナー③就労支援相談など
□問 枚方雇用開発協会 ☎861-5031

夜間中学校の生徒募集教育

いろいろな事情で中学校を卒業していない人や、
十分な教育を受けられないまま中学校を卒業した
人が入学できます。
①入学の受付は、年2回あります。本年度の9月入
　学の受付は、8月26日（月）から9月10日（火）です。
　ただし、学校の休業日(土・日・祝)は除きます。
②「あいうえお」から勉強できます。
③4月1日現在で、15歳以上の人が入学できます。
④授業料はいりません。
⑤大阪府内の人が入学できます。
⑥外国籍の人も入学できます。
問い合わせ　守口市立さつき学園夜間学級
　☎06-6991-0637

　　　　　　　　　　  じじょう　　ちゅうがっこう　　そつぎょう　　　　　　　　　　 ひと

じゅうぶん　  きょういく　　う　　　　　　　　　　　　　　　ちゅうがっこう　　そつぎょう

ひと　　にゅうがく

　　にゅうがく　　うけつけ　　　 ねん　  かい　　　　　　　　　　 ほんねんど　　　　 がつにゅう

　　がく　　うけつけ　　　　  がつ　　　にち げつ　　　　　　がつ　とおか　　か

　　　　　　　　　 がっこう　  きゅうぎょうび  ど  にちしゅく　　のぞ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　べんきょう

　　　 がつついたち げんざい　　　　　　さい いじょう　　ひと　　にゅうがく

　 じゅぎょうりょう

　　  おおさかふ ない　　ひと　　にゅうがく

　　がいこくせき　　ひと　　にゅうがく

 と　　　あ　　　　　　　もりぐちしりつ　　　　　　　がくえん やかんがっきゅう

きょういく やかん　 ちゅうがっこう　　　　せいと　　ぼしゅう

お知らせ
平和を祈って1分間黙とう平和

8月6日は広島に、9日は長崎に原子爆弾が投下さ
れた日です。市は、原爆死没者の慰霊と平和祈念の
ため、みなさんに1分間の黙とうを呼びかけていま
す。また、市内の各寺院にも、原子爆弾が投下され
た時刻に「平和の鐘」をついていただくようお願い
しています。
みなさんも、家庭や職場、地域で1分間の黙とうを
お願いします。
①8/6（火）8:15　②8/9（金）11:02
□問 人権と暮らしの相談課 ☎817-0997

平成30年度のごみ収集量環境

市が収集したごみの量を取りまとめましたので、
お知らせします。

平成30年度のごみの量は、前年度と比べてやや減
少しました。これからも、生ごみを出す前の十分な
水切りや、食べ残しの無い食事を心がけるなど、簡
単にできる事から、ごみの減量・分別にご理解、ご
協力をお願いします。
□問 環境総務課 ☎892-0121

普通ごみ
5,663
燃やすごみ
5,552
11,979

事業系
2,004
事業系
1,873
3,869

小計
7,667
小計
7,425
15,848

可燃
粗大

1,300

不燃
粗大

199
粗大ごみ
94
996

29年度
（10月まで）

29年度
（10月から）

30年度

単位：㌧ 焼却ごみ

29年度
30年度

単位：㌧ 資源ごみ

缶・びん 牛乳
パック

古紙・
段ボール 廃プラ その他

合計

470
386

11
9

365
334

1,061
968

55
44

18,647
18,585
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お知らせ

ブロック塀には法律による基準があり、その安全
性確保は所有者の責任です。次の項目を確認し、１
つでも不適合があれば改善してください。
特に通学路や公道等、多くの人が通行する道路に
面したブロック塀は早急な点検と対策をお願いし
ます。
①塀の高さは地盤から2.2㍍以下か
②塀の厚さは10㌢以上か(塀の高さが2㍍超2.2㍍
　以下の場合は15㌢以上)
③塀の長さ3.4㍍以下ごとに、塀の高さの5分の1
　以上突出した控え壁があるか(塀の高さが1.2㍍
　超の場合)
④鉄筋コンクリート造の基礎があるか。その基礎
　の根入れ深さは30㌢以上か(塀の高さが1.2㍍
　超の場合)
⑤塀に傾き、ひび割れはないか
⑥塀の中に直径9㍉以上の鉄筋が、縦横とも80㌢
　間隔以下で配筋されており、縦筋は壁頂部およ
　び基礎の横筋に、横筋は縦筋にそれぞれかぎ掛
　けされているか
⑦人の力でぐらつかないか
⑧塀が土止め壁を兼ねていないか。玉石積み擁壁
　等の上にないか
※判断が難しい場合は専門家にご相談ください。
□問 (点検に関して)開発調整課 ☎892-0121
　(通学路に関して)学校管理課 ☎810-8010

防災 ブロック塀の自己点検を

金婚式のお祝い福祉

金婚式を迎えた夫婦にお祝い品を贈呈
対象　9/15現在、市内在住で、昭和43年9/1～
　44年8/31までに婚姻届を出した夫婦
申込　8/1（木）～30（金）に、戸籍抄本など(婚姻日を
　証明するもの。申請日から6か月以内に発行のも
　の)を持参して、高齢介護課または、本館1階福祉
　サービスコーナー
※本籍地が交野市内の人は戸籍抄本は不要です。
※9月下旬に、自宅へ祝品をお届けします。
敬老お祝い品の贈呈
対象　9/15現在、市内在住で、満99歳(大正8年
　9/16～9年9/15日生まれ)の人
※申請不要。該当者には9月下旬に、自宅へ祝品を
　お届けします。
□問 高齢介護課 ☎893-6400

マイエンディングノートの無料配布福祉

このノートは、人生を振り返り、自分自身の情報や
要望・希望を残しておくためのノートです。今後の
人生の在り方を考えるのにご活用ください。
配布場所　ゆうゆうセンター1階　高齢介護課
※配布はなくなり次第終了です。
□問 高齢介護課 ☎893-6400

雇用保険・労災保険の追加給付仕事

毎月勤労統計調査の不適切な取り扱いにより、
2004年7月以後に支給された労災保険、2004年8
月以後に支給された雇用保険、船員保険の給付な
どに追加支払が発生する可能性があります。
追加支払の対象者へは、準備が整い次第、お知らせ
を郵送する予定ですので、今しばらくお待ちくだ
さい。
ハローワークや労働基準監督署に登録している氏
名・住所を変更している場合は、下記の専用ダイヤ
ル（通話料無料）へか、厚生労働省のホームページ
に公開されている「追加給付に係る住所情報等登
録フォーム」への登録をお願いします。
▷雇用保険　0120-952-807
▷労災保険　0120-952-824
▷船員保険　0120-843-547、0120-830-008
受付時間　平日8:30～20:00
　　　　　土日祝8:30～17:15
□問 大阪労働局労災補償課 ☎06-6949-6507
　大阪労働局雇用保険課 ☎06-4790-6320

図書

星田コミュニティーセンター図書室は、その機能
を星田会館内に移設することになりました。その
作業のため、9/1（日）をもって同図書室を休室しま
す。なお、星田コミュニティーセンター玄関横の返
却ポストは、移設先がオープンするまで利用でき
ます。みなさんのご理解をお願いします。
□問 倉治図書館 ☎891-1825
　青年の家図書室 ☎893-4881

星田コミュニティーセンター図書室の休室

金婚式のお祝い
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障害者総合支援法の対象となる
難病の追加福祉

福祉サービス等の対象となる難病が、359疾病か
ら361疾病へと見直されました。
追加となる疾病
▷膠様滴状角膜ジストロフィー
▷ハッチンソン・ギルフォード症候群
▷フォンタン術後症候群
※対象疾病は厚生労働省HPをご覧ください。
　https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/

　hukushi_kaigo/shougaishahukushi/hani/index.html

主な福祉サービス
①居宅介護（ホームヘルプサービス）:各種介助や援
　助を行うホームヘルパーが派遣されます。
②短期入所（ショートステイ）:短期間の施設入所
　サービスが利用できます。
③日常生活用具（各種福祉用具）の給付:日常生活を
　円滑に営むための用具を給付します。
④補装具の支給:失われた身体機能の補完・代替す
　る用具の購入・修理費を支給します。
※障害者手帳を所持・不所持に関わらず、必要と認
　められた支援が受けられます。
手続きに必要なもの　対象疾病に罹患しているこ
　とがわかる証明書（診断書等）
申込・□問 障がい福祉課 ☎893-6400

大阪働き方改革推進支援・
賃金相談センターをご利用ください仕事

4/1に施行された「働き方改革関連法」について、
不明点等がありましたら、「大阪働き方改革推進支
援・賃金相談センター」をご利用ください。
利用時間　平日9:00～17:00(水曜は18:00まで)
費用　無料
場所　大阪府社会保険労務士会館5階
　☎0120-068-116　　hatarakikata@sr-osaka.jp

□問 大阪労働局雇用環境・均等部 ☎06-6949-6505

おわびと訂正おわび

広報かたの7月号19㌻、「市民農園利用者募集」に
誤りが2か所ありました。
誤り箇所および訂正は次のとおりです。おわびし
訂正いたします。
①畠山農園の所在地
　誤り「郡津2-96-7　南側」
　訂正「郡津5-96-7　南側」
②注意事項の応募について
　誤り「応募は1人1区画」
　訂正「応募は1世帯1区画」
□問 市民農園運営協議会 ☎892-0121

被爆二世健康診断健康

対象　府内在住の被爆二世
費用　無料
申込に必要なもの　実父母の被爆者健康手帳の番
　号、受診申込者の印鑑
申込　9/2（月）～10/31（木）に四條畷保健所
※健診実施日と場所は、申込後に通知します。
□問 府地域保健課疾病対策・援護グループ
　☎06-6944-9172

市は、9月施術分から「はり、きゅう及びあん摩マッ
サージ施術療養費」の支払いについて、厚生労働省
が全国共通の取り扱いとして制定した受領委任制
度を導入し、来年3月より完全移行します。
制度に参加していない施術所では、被保険者（患
者）の窓口負担の割合が、2割または3割ではなく、
一旦、全額支払が必要になりますので、ご注意くだ
さい。
登録施術所は近畿厚生局HPをご確認ください。
□問 医療保険課 ☎892-0121

健康 はり・きゅう・マッサージ施術の
窓口負担にご注意ください

こうようてきじょう
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お知らせ

星田会館で特定健診健康

お近くで特定健診を受けるチャンスです。
日時　10/17（木）13:30～
対象　40～74歳で、今年度の特定健診を受診して
　いない国民健康保険加入者
※人間ドックを受診し、当課の助成金を申請した
　人は対象外。
定員　50人(先着順。10/10（木）時点で申込が30人
　以下の場合は中止)　費用　500円
申込・□問 8/1（木）から医療保険課 ☎892-0121

11月分センター健（検）診健康

日程　11/12（火）・14（木）・18（月）・20（水）・22（金）・
　　　25（月）
※健（検）診日の指定はできません。
場所　ゆうゆうセンター1階　休日診療所
項目　特定健診(国保加入者のみ)、ぴちぴち健診、
　各がん検診(胃・肺・大腸・前立腺・乳・子宮頸)、肝
　炎ウイルス検診、結核検診
※胃がん検診受診者のみ、追加で胃リスク検診が
　受診できます。
※対象・費用等は、「わが家の健康管理」参照。
申込・□問 8/1（木）～30（金）に健康増進課
 ☎893-6405

9月分センター健（検）診追加募集健康

日程　9/12（木）・18（水）・30（月）
場所　ゆうゆうセンター1階　休日診療所
内容　特定健診(国保加入者のみ)、ぴちぴち健診、
　各がん検診(胃・肺・大腸・前立腺・乳・子宮頸)、肝
　炎ウイルス検診、結核健診
※胃がん検診受診者のみ、追加で胃リスク検診が
　受診できます。
定員　若干名(先着)
※対象・費用等は、「わが家の健康管理」参照。
申込・□問 8/1（木）から健康増進課 ☎893-6405

　食品ロスとは、まだ食べられるのに捨てら
れている食品のことです。日本の食品ロスは
平成27年度で推定約646万㌧。計算上では
日本人全員が毎日お茶碗約1杯分の食べ物
を捨てていることになります。
　賞味期限前なのに手つかずの食品を捨て
たり、調理の際に食べられる部分を過剰に捨
てていることも食品ロスの原因となってい
ます。一人ひとりが食べ物の大切さを認識
し、「食への感謝」と「もったいない」という意
識を持つことが大切です。

『「食品ロス」について考えてみませんか』

健康コラム

8月は「こども110番月間」です。防犯

地域のこどもは地域で守り、安心して暮らせる環
境を確保するため、「こども110番」運動を推進し
ています。
こども110番の家
もしものときに助けを求めることができるよう、
協力家庭・店舗に旗やステッカーを掲げています。
※こども110番協力者も募集しています。

動くこども110番
ステッカーを貼った車・バイクが地域を走り、助け
を求める子どもの一時保護と通報を行います。　
家庭や地域で子どもたちを守りましょう
「一人で遊ばない」「知らない人についていかない」
等、子どもたちに犯罪から自分の身を守る方法を
教えましょう。また、子どもの様子をうかがう、車
から子どもに話しかけるなどの不審者を見かけた
ら、子どもを守り、すぐに警察に通報しましょう。
※子どもたちが登下校や遊びで外出する際には、
　防犯ブザーやホイッスルを持たせ、しっかりと
　活用するように教えましょう。
□問 青少年育成課 ☎892-7721
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交野を拠点に活動している「いしころえん」が、大阪市
立大学理学部附属植物園で中国の天津にある幼稚園
の園児たちと交流しました。
子どもたちは、お互いの言葉が分からなくても、一緒
に遊んだり、手をつないで散歩したりしていました。

森の中で国際交流
かたのの森のようちえん
いしころえん

会場では生産者自ら商品をPR。いずれも名産
品揃いでした。
他にもゆるキャラ、演奏、ダンスなど、いろいろ
なステージで観客を楽しませていました。

machiphoto

カタノのチカラをPR
フレンドタウン交野
交野ブランド認定式

6
9

会場には、市内事業者の自慢の一品や、神宮寺
ぶどうの販売がありました。
特に盛り上がったのが集まったゆるキャラた
ちによるキャラパ。各地のゆるキャラと星のあ
まんとの軽快なやりとりが、会場の笑いを誘っ
ていました。

全国各地のゆるキャラが
大活躍！
いきいきランド交野
ぶどうマルシェwithキャラパ

6
23

6
19
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信子 育 て 通

先着12組。
〈要申込〉8/20（火）9：30～

水曜日のみ1歳6か月まで。火・木曜日のみ就園児も利用可。月～金曜日 9：30～17：00

火～土曜日10：00～17：00

遊戯室・お庭の開放

お部屋の開放

8/29（木）10：30～ぽらりす夏まつり

親子教室「親子でふれ
あいあそびを楽しもう」 8/20（火）10：00～11：00

雨天や地面の状態が悪い場合は中止です。

お部屋の開放 水・金・土曜日
10：00～16：00

園庭開放 8/7・21（水）10：00～12：00

お部屋の開放 月～金曜日 9：00～12：00
13：00～15：00

●ぽらりすひろば　☎893-1414　第1児童センター1階　子育て支援室　※駐車場に限りがあります。

●つどいの広場（子育て支援課）　☎893-6406　ゆうゆうセンター　3階運動療法室

●交野市立地域子育て支援センター　☎810-8270

●星田地域子育て支援センター　☎860-7193　星田こども園内

●認定こども園　交野保育園　☎891-6203

おまつりの思い出
水あそびグッズをつくろう！
お店屋さんごっこ・魚つり。涼みに来てね。

0歳～おおむね3歳。祝日と第1児童センター休館日は休み。
8/2（金）10：30～
8/8（木）10：30～

おしゃベり会
つくってあそぼ

こりす組
うさぎ組
こあら組
らいおん組

3～9か月9/4（水）10：00～10：45

8/23（金）10：30～11：00たまて箱
「魚つりあそび」

2～5か月。先着10組。オイル代300円。持ち物：バスタオル。
〈要申込〉8/1（木）9:30～8/26（月）10：30～11：30子育て講座

「ベビーマッサージ」
習い事って必要？8/29（木）10：00～10：45おしゃべり広場
雨天の場合は9/3（火）。要日焼け止め対策。持ち物：汚れても
良い服装、帽子、着替え。

8/30（金）10：00～11：00SPどろんこ遊びたの
しもう

ペープサート「だるま
さんと」&大きな紙に
なぐり描き
つどいの広場の
夏まつり

8/9（金）11：00～
※11：30受付終了

8/24（土）10:00～12:00

マタニティヨガ
&ふれあいタイム

開催日現在、妊娠20週以降で医師・助産師の許可を得た人、
切迫早産の兆候がない人対象。先着10人。子どもの入室はで
きません。〈要申込〉8/1（木）9:30～

8/21（水）
10：00～マタニティヨガ
11：30～ふれあいタイム

金曜日のみ1歳6か月まで。祝日・星田こども園休園日は休み。

0歳～おおむね3歳。祝日、ゆうゆうセンター休館日は休み。

コーナーあそび、癒しのコーナーなど。家族みんなでどう
ぞ。※夏祭り後14:00～16:00は通常のつどいの広場開催。

おしゃべり会 8/30（金）11：00～

開催日現在2歳以上。先着10組。きょうだいの入室はご遠慮
ください。〈要申込〉8/19（月）9:00～

10か月～1歳3か月9/5（木）10：00～10：45
1歳4か月～1歳11か月9/6（金）10：00～10：45
2歳～9/10（火）10：00～10：45

●わかばこども園　☎891-1824
ピアノの魔術師
金益研二の音楽会

8/5（月）10：00～

わ
く
わ
く
ラ
ン
ド

参加費の記載がない　
場合は、全て無料です。
対象は原則、未就園児　
です。

8/29（木）10：00～11：00
子育て講座「クレパ
ス・絵の具でお絵描き
をたのしもう！」

1歳未満。先着10組。きょうだいの保育はありません。
〈要申込〉8/5（月）9:00～

ピアノコンサート。定員20人。高齢者の参加も可。〈要申込〉かねますけんじ
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あまだのみや幼児園
☎892-1351
あさひ幼児園
☎892-0206

〈園庭〉8/28（水）13:00～14:00、
8/29（木）・30（金）14:00～15:00

〈体験入園〉9/3（火）10:00～11:30
（受付）9:20～9:50

対象：
2歳児（28年4月2日～29年4月1日生まれ）
3歳児（27年4月2日～28年4月1日生まれ）

駐車場はありません。ひかりの子幼稚園
☎891-9000

〈幼稚園であそぼう〉
9/5（木）10:30～11:30 劇団おいーでによる観劇会。高岡幼稚園

☎892-2327

くらやま幼児園
☎892-8433

●園庭・室内開放・イベント　※対象は原則、未就園児と保護者です。

ぴよぴよ離乳食
講習会

9/3（火）
2階　お年寄り健康教室
〈ミニ講座開催〉
①13:50～14:20
②14:30～15:00
③15:10～15:40

離乳食の進め方や作り方について。4～7か月の乳児を持つ保護
者対象。自由に見学できます。
持ち物：筆記用具

4か月児健診
1歳6か月児健診 8/20（火）12：50～14：00受付 2018年1月生まれ
3歳6か月児健診 8/ 7 （水）12：50～14：00受付 2016年1月生まれ

9/ 3 （火）12：50～14：00受付 2019年4月11日～5月10日生まれ
持ち物：母子健康手帳

●乳幼児の健診と相談　健康増進課　☎893-6405　ところ　ゆうゆうセンター2階

●教室・講座　健康増進課　☎893-6405　ところ　ゆうゆうセンター

認定こども園 交野保育園 ☎891-6203
半日2,000円　1日3,000円　※食事代含む 市内在住の6か月～

就学前星田こども園 ☎891-1793
星の子ルーム ☎893-6408 半日1,200円　1日2,400円

●一時預かり保育　※事前に登録が必要です。詳細は各施設。

9/4（水）
9:20～12:00
2階　プレイルーム

助産師による授乳相談、赤ちゃんの身長･体重測定、保健師・栄養
士のミニ講座。1～3か月の赤ちゃん対象。先着8組。持ち物：母子
健康手帳、タオル。
〈要申込〉8/8（木）～※年間通しての参加は1人1回です。

ミルキィベビー
教室

9/10（火）
13:00～15:45
2階　プレイルーム

離乳食のすすめ方、メニューの実習・試食（保護者のみ）。講座開催
日に7～18か月の乳幼児を持つ保護者対象。対象児の保育有。先
着15人。費用200円。〈要申込〉8/6（火）～
持ち物：筆記用具、エプロン、三角巾、ふきん、お茶、保育の場合は
必要なもの(ミルク（お湯も）やお茶（普段使用している容器に入
れる）おむつ、汚れ物を入れる袋等。持ち物全てに記名）

もぐもぐ離乳食
講習会

9/26（木）
10:00～11:45
2階　プレイルーム

幼児食の調理実習、幼児食・家庭の食事について一緒に考える。講
座開催日に1歳6か月～2歳代の幼児を持つ保護者対象。対象児の
保育有。先着15人。費用200円。〈要申込〉8/2（金）～
持ち物：筆記用具、エプロン、三角巾、ふきん2～3枚、箸、お茶、保
育の場合は必要なもの(お茶（普段使用している容器に入れる）お
むつ、汚れ物を入れる袋等。持ち物全てに記名）

ぱくぱくクッキ
ング講座

交野病院内
病児保育室ふたば

月～金曜日　8：00～18：00
土曜日　8：00～13：00

半日1,000円　1日2,000円
保護者が働いている1歳～小学4年生

●病児保育　交野病院　☎891-0331
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ごみ捨てが変わる
読んでもらう前と後

□問 環境事業課 ☎892-2471

持ってても仕方ないし捨てちゃえば？

粗大ごみを収集していると、無料のものに処理券を貼っていたり、必要金
額を超えて貼っている事がよくあります。そんな時は超過分を返金して
います。その際に必要なのがその台紙（控え）です。台紙がないと返金手続
きができませんので、収集が終了するまで必ず保管してください。

超過分の返金手続
収集現場または環境事務所での返金手続き時に、貼っている粗大ごみ処
理券と持っている台紙の通し番号を確認します。その後、収集員より還
付請求書をお渡しします。氏名の記入と押印（サイン不可）後、返金いた
します。

粗大ごみ処理券の注意事項

▽破損・紛失・汚損した場合は再発行できません。

▽未使用分の払い戻し・交換はできません。

▽貼った粗大ごみ処理券は破れるおそれがあります（処理券を剥がされ
　ないために加工をしています）。

ちょっと待ってください！
その台紙（控え）は大事なんです。

有料粗大ごみを捨てたけど、
シールを剥がした後の控えってどうしたらいいの？

■資源ごみ・粗大ごみ（無料・有料）月1回・水曜日■燃やすごみ　週 2回

■ペットボトル・プラスチック製容器包装（廃プラ）週1回

※間違い電話が多発しています。電話番号は正確にお願いします。8月のごみ収集日

青山、天野が原町、幾野、梅が枝、私部（一部除く）、私部西、倉治、東倉治、郡津、神
宮寺、森、森北、森南（私市の一部含む）、向井田、松塚、寺、寺南野、傍示（木曜のみ） 幾野、倉治、東倉治、

神宮寺、寺、寺南野、
森、森北、森南、傍示

私市、私市山手、私部1・2・5・6丁目、私部7丁目（一部除く）・8丁目（一部除
く）、私部南、南星台、藤が尾、星田、星田北、星田西、星田山手、妙見坂、妙見東

月
・
木
火
・
金

収集地区 7日 14日 21日 28日

藤が尾、妙見坂、妙見東、私市（一部除く）、私市山手、私部1・
2・5・6丁目、私部7丁目（一部除く）・8丁目（一部除く）
天野が原町、幾野、梅が枝、私部西、郡津、松塚、私部4丁目
77番～80番

私部南、星田、星田北、星田西、星田山手、南星台、傍示

青山、私市1丁目1番（一部）、私部（一部除く）、倉治、東倉治、
神宮寺、寺、寺南野、向井田、森、森北、森南

－ 粗大ごみ
空缶・
空びん
など（※）

新聞・
雑誌など
（※）

天野が原町、郡津、藤
が尾、梅が枝、松塚、私
部4丁目77番～80番

新聞・
雑誌など

－ 粗大ごみ
空缶・
空びん
など

私部(一部除く)、私部
南、私部西、青山、向井
田、私市、私市山手

粗大ごみ－
空缶・
空びん
など

新聞・
雑誌など

星田、星田北、星田西、
南星台、妙見坂、妙見
東、星田山手

粗大ごみ －新聞・
雑誌など

空缶・
空びん
など

（※）私市1丁目1番（一部）・私部8丁目（一部）を含む。

粗大ごみ予約受付センター（TEL 891ｰ5374　9:00～17:00）
ごみなし

※定時収集は行っていません。ごみはきっちり分別し、決められた日の「午前8時45分まで」に決められたところへ出してください。
※無料粗大ごみ・有料粗大ごみ（合計1か月5点以内）は、粗大ごみ予約受付センターへ申し込みが必要です。月～金曜日の祝日も受付を行っています。受付
期間は各収集日の1か月前～1週間前です。有料粗大ごみは、必ず「粗大ごみ処理券」が必要です（詳細は「交野市ごみ出しマニュアル」をご参照ください）。

※持ち込み粗大ごみ（有料分）は、四交クリーンセンター（☎893-0505）に前日までに要予約。

月

火

木

金

・受付番号
・品目名
・収集日を書いてください。

台紙の控え右上の通し番号
No.17-000000が返金の際に必要です。
必ず保管してください。
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こばやし

きたむら

いとう ひ ろ み

なおこ

よしつぐ

おくもと だいさぶろう

化石ハンター

だっぴ！

たのしいムーミン一家

ドーナツのあなのはなし

なっちゃんのなつ

ファーブル先生の昆虫教室 ３

小林 快次　PHP研究所

北村 直子　こぐま社

トーベ・ヤンソン　講談社

パット・ミラー　廣済堂あかつき

伊藤 比呂美　福音館書店

奥本 大三郎　ポプラ社

児
童
書

樋口愉美子の動物刺繍

ぬか漬け帖

妻語を学ぶ

東大教授が考えるあたらしい教養

日の昇る国へ

美しき愚かものたちのタブロー

樋口 愉美子　文化出版局

有元 葉子　筑摩書房

黒川 伊保子　幻冬舎

藤垣 裕子ほか　幻冬舎

佐伯 泰英　新潮社

原田 マハ　文藝春秋

一
般
書

ひぐち ゆ み こ

ありもと

くろかわ

ふじがき ゆうこ

い ほ こ

ようこ

さ え き やすひで

は ら だ

●お知らせ
倉治図書館(☎ 891-1825)
青年の家図書室(☎ 893-4881)

●問い合わせ

はしれ！こうそくどうろ 
っしょに読んで  科学・知識の絵本

男の子とお父さんが、赤い車に乗ってドライブに出発します。車は、料金所を通過しスピ ー
ドアップして高速道路に入っていきますが、トンネルの出口で工事をしているので、渋滞
が発生しています。まるで本当の出来事のように楽しむことが出来ます。普通の絵本のよ
うにも読めますが、パタパタとジャバラのように開くことができ、広げると 2m60cm も
の長い高速道路になります。裏には、普段見ることのできない高速道路の秘密が立体的に
わかりやすく丁寧に描かれていて、車好きの子どもは大喜びでしょう。著者は、「築地市場」
「図解絵本東京スカイツリー」等の緻密な挿絵で人気があり、絵本作家・イラストレーター
として活躍されています。 

い

BOOK COOK&

❶ 油をひき、豚肉を塩こしょうで炒める。 
❷ たまねぎを入れ軽く炒め、水を加えて煮る。 
❸ じゃがいもを加え、半分火が通ったら大豆水煮、マッシュルームを加えて煮る。 
❹ 調味料を加えて味付けする。 
❺ パセリを入れて仕上げる。

豚肉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
大豆水煮・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
じゃがいも・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
たまねぎ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
パセリ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
マッシュルーム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ポークブイヨン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
こしょう・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
砂糖・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
塩・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
淡口醤油・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
トマトケチャップ・・・・・・・・・・・・・・・・・
油・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
水・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

160㌘
160㌘
400㌘
280㌘
少々 
80㌘
80cc
少々 

小さじ1
少々 

大さじ1と1/2
大さじ6
適量

320cc

お家で作ろう学校給食メニュー

ポークビーンズ

今月のおすすめ本
BOOK

COOK

材料（４人分）

1. じゃがいも、たまねぎは、さいの目切りにする。
2. パセリは、みじん切りにする。
3. マッシュルームは、スライスする。

準　備

作
り
方

家庭などのパソコンや携帯電話からも、交野市立図書館所蔵の本が検索できます。
ホームページ （https://www.katanotoshokan.jp/）

モリナガ・ヨウ 作　ほるぷ出版
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charmant_coco

＠katanoswitch

＃charmantcoco　＃ホールワンマン

hiroco.iwabuchi

＃ベンガラ染め　＃きさいち植物園
＃いしころえん

kenichi.matsuo1969

＃ナイトハイク　＃観音岩

mimimi__31

＃雨上がり　＃新緑　＃私市植物園

fu.da.ma

＃田んぼに映る月　＃夕暮れ

marikun777

＃しろしばひなこ　＃笑顔　＃源氏の滝

みなさんからハッシュタグ
＃タノシカタノシを付けて

投稿していただいた写真を紹介します!
こちらでもリポストしています。
アカウントへのフォローもお待ちしています。
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▲ 星田村大絵図
　夏は雨の多い季節です。近年は大雨による被害も
多く、防災対策の重要性が叫ばれています。今月は、
そんな防災にまつわる歴史×地質を紹介します。
　先月号の獅子窟寺から見た現在の天野川の写真で
「堤防でよく見えないし、全然、夜空の天の川っぽくな
い」と思った人も多いと思います。実は江戸時代に貝
原益軒が見た天野川は白くてきれいな反面、危険な川
でもあったため、その後に形を変えていたのです。
　江戸時代、全国でまきに使うための木の刈り過ぎ
により、はげ山になる山が続出しました。江戸時代の
星田村の絵図にも、山にはわずかに木が描かれるの
みで、大半に白い山肌が描かれています。木は根を張
り土砂を留めておく力がありますが、それがなく
なった山は雨のたびに土砂が川に流出してしまいま
す。天野川は、山々から流出し続けた土砂によって天
井川となり、よく水害が起こる川になっていました。
　明治時代になっても交野の山ははげ山のまま、天
野川も危険なままでした。こうした状況は交野だけ

でなく、淀川水系全体で起こっていたため、明治8年
（1875）、日本に招かれたオランダ人土木技術者、ヨハ
ネス・デ・レーケが治水工事に取り組みます。
　デ・レーケは川の源流の山からの土砂流出が水害
の原因と考え、土砂をくいとめる事業を進めました。
支流の１つである天野川にも砂防施設が作られまし
た。今でも水辺プラザ付近にある天野川砂防堰堤や、
尺治川の床固工・砂防堰堤はこの事業により作られ
たもので、貴重な明治時代の遺産として国登録文化
財になっています。
　その後、天野川にも堤防が整備され、昭和中期から
まきの利用も減ったため、交野の山々にも緑が戻っ
てきました。
　白砂の広がる天野川を見ることができないのは残
念ですが、近年の相次ぐゲリラ豪雨でも天野川が氾
濫しないのは、こうした先人たちの努力によるもの
なのです。

□問 社会教育課文化財係 ☎893-8111

▲ 天野川砂防堰堤（国登録文化財）▲ 尺冶川砂防堰堤（国登録文化財）

シレ
歴 史 × 地 質

えんてい

とこがためこう
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第22回 市長杯GG大会
6/3（月）私部公園グラウンドで、
146人が参加し行われました。
男子　1位　井川利宏
　　　2位　小西正泰
女子　1位　濱本ゆう子
　　　2位　岡嶋悦子

第41回 交野市長杯卓球大会
6/9（日）いきいきランド交野で、延べ220人が参加し行われました。
混合ダブルス　　　　　　　  1位　岡野光和、福川栄子
　　　　　　　　　　　　　  2位　日浦芳和、南崎梨惠
女子ダブルス　　　　　　　  1位　福川栄子、南崎梨惠
　　　　　　　　　　　　　  2位　山本イツ子、谷久美子
男子シングルス　　　　　　  1位　市川忠　　2位　岡野光和
ジュニア男子シングルス1年　1位　四宮広宣　2位　横道諒
ジュニア男子シングルス2年　1位　西川哲也　2位　矢寺陽翔
ジュニア男子シングルス3年　1位　牧歩空　　2位　矢野幸雄
ジュニア女子シングルス1年　1位　西野優希　2位　笹原彩香
ジュニア女子シングルス2年　1位　吉岡愛海　2位　竹谷優里
ジュニア女子シングルス3年　1位　丸山優子　2位　小野花鈴

大会結果
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当コーナーに掲載している内容は
市民・団体が主催しています。

10月号の締め切りは8/30（金）

親子リトミックぴょんぐりら
体育・音楽遊びを保育士と一緒に
楽しむ。毎月第2・4金曜①9:45～
10:45②10:45～11:45。青年の
家。①2歳以上②2歳以下対象。1回
500円。
□問 坂本 ☎090-9091-5621

さかもと

フラ　初心者シニアの方募集中
健康のためのフラを楽しみながら
踊りましょう。8/6・20（火）14:00
～。ゆうゆうセンター。入会2,000
円。月4,000円。
□問 谷川 ☎893-4434

たにがわ

健康になるための体操
軽い筋肉をつけて元気に、健康維
持のために。毎月第1・3・4金曜
13:30～15:30。武道館。成人女性
対象。1回700円（初回無料）。
□問 大西 ☎080-1434-5276

おおにし

交野古文化同好会会員募集
ご一緒に勉強会および歴史健康ウ
オークを。毎月第2・4土曜日。青年
の家・近隣駅等に集合。年2,000円。
□問 村田 ☎892-2326

むらた

笑いヨガ　ヒフミチャン
難しいポーズはありません。簡単
な健康法。8/1（木）13:30～15:00。
交野会館（郡津駅前）。500円。
□問 岡田 ☎080-2411-6105

おかだ

はなきんくらぶ
カラオケ・囲碁・将棋など。（社福）
豊年福祉会。8/2・23（金）14:00～
16:00。ホーム明星。市在住の60歳
以上対象。無料（喫茶有料）。
□問 濱崎 ☎894-1798

はまざき

2019年交野平和展
交野に残る戦跡を写真とDVDで
見てください。8/2（金）・3（土）9:30
～16:30。青年の家ロビー。無料。
□問 佐々木 ☎892-0708

ささき

セミのぬけがら調査隊
子ども中心。大人も可。8/10（土）
10:00～12:00。大阪市立大学理学
部附属植物園。定員先着30人。無料
（別途入園料）。
□問 赤水 ☎894-8386

あかみず

戦没者遺児による慰霊友好親善事業
先の大戦での戦没者の遺児を対象に、旧戦地を訪れ、慰霊追悼と地域
住民との友好親善を図ります。
対象　戦没者の遺児
※平成30年度参加者以外は複数回応募可。
※参加者の高齢化を考慮し、看護師が同行します。
参加費　10万円　申込　お住まいの都道府県遺族会
□問 日本遺族会事務局 ☎03-3261-5521
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作　泉  麗香

タマに会いに行こう
和歌山のタマ駅長に会いに行きま
す。一般向け5㌔。小雨決行。8/24
（土）8:14。河内磐船駅。3,000円（保
険含む）。
□問 鶴園 ☎891-6002

つるぞの

わくわくサマーキャンプ
流しそうめん、アスレチック、野外
炊さん。8/24（土）・25（日）。1泊2日。
奈良県山添村「東豊館」。小学3年生
以上対象。3,500円程度。
□問 伊藤 ☎090-6204-5611

いとう

かたの写真同好会・夏の写真展
第28回夏の写真展です。ご来場く
ださい。8/27（火）～9/1（日）9:30～
16:30（最終日は16:00まで）。青年
の家ロビー。無料。
□問 松本 ☎891-2988

まつもと

神戸森林植物園　ツエンチ
ようやく秋らしく山歩きします。
一般向け11㌔。9/14（土）8:14。河
内磐船駅。2,500円（保険含む）。
□問 鶴園 ☎891-6002

つるぞの

第41回交野オープン卓球大会
種目は年齢別の混合W・男女別W。
9/29（日）9:00～17:00。いきいき
ランド交野。1組2,000円。
□問 讃岐谷 ☎892-8723

さぬきや

親子で楽しむ　音楽絵本館
絵本に音楽をそえて。座布団持参
でお越しください。8/25（日）13:00
～。ゆうゆうセンター。無料。
□問 前田 ☎090-2282-0054

まえだ

廃食油回収
使用済みの油、期限切れの食用油
の回収です。8/17（土）9 :30～
10:30。市内17か所。無料。
□問 代永 ☎892-8568

よなが

ありがとう笑いヨガ
理由なく誰でも笑える健康体操。
心身元気UP。8/17（土）13:30～
15:00。ゆうゆうセンター。500円。
□問 藤谷 ☎090-3038-5085

ふじたに

かたの写真同好会8月例会
例会見学大歓迎。お気軽にお越し
ください。8/18（日）9:30～12:00。
青年の家。無料。
□問 松本 ☎891-2988

まつもと

包丁・ハサミ研ぎ
切れなくなった家庭用の包丁・ハ
サミの研ぎです。8/21（水）・22（木）
10:00～14:00受付。市役所別館
前。品物により300～800円。
□問 代永 ☎892-8568

よなが

大阪産業大学の
図書館開放

期間　8/9（金）～9/20（金）
開館時間　9:30～18:00　　
　（8/9（金）・19（月）・23（金）は　
　 9:30～21:40）
休館日　日曜日（8/25除く）、
　8/10（土）～17（土）
対象　高校生以上
□問 大阪産業大学綜合図書館
　 ☎875-3001
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男
 ：
 37,513人

　
女
 ：
 40,182人

ＦＡＸ

身体にやさしい材料を使用したパン工房と焼き菓子や食事を提供するカフェ
です。
ヨシクッキーは、小麦粉を一切使わず、あわやひえ等と混ぜて焼き、ヨシの葉を
イメージしています。かめばかむほどヨシを楽しんでいただける仕上がりに
なっています。ヨシシェイク他、ヨシを使った食パンやあんパンも人気です。
オススメ商品はきなこぱん。中にはねっとり濃厚なきなこのあんがたっぷり
入っています。当店の商品は全て天然酵母を使用、卵や乳製品動物性食品を使っ
ていませんので素材の味がそのまま生きています。ぜひ味わってください。

アミエル
休

P

枚方市堤町10-24 鍵屋別館102号室
15席不可 無 京阪枚方公園駅から徒歩約3分

10：00～17：00 日・月（第2日曜日のみ営業）

なんだって初めて食べるものはドキドキする。

おいしいものと出会う初めの一歩はとてもこわいもの。

でも、一歩ふみ出したことは大きな一歩。

それからはずっと、おいしいものと一緒。

セイタカヨシがあなたにとっての

おいしい出会いになるお店をご紹介します。

090-5963-0590

毎日食べても飽きないシンプルなパンとおやつ

天然酵母　ひねもすぱん

ヨシクッキー35g 260円（税抜） ヨシシェイク500円（税抜）

きなこぱん 200円（税抜）




