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　交野市では昨年度553人の新しい命が
誕生しました。そしてその数の新しい家族の
かたちが生まれ、赤ちゃんとの生活が始まっ
ています。妊娠・出産・育児、いろんな喜びが
ある反面、いろんな不安もあると思います。
　ひとたび子育てが始まると生活は一変し、
子どもが泣き止まない、ミルクを飲まない、
熱をだした、ケガをしたなど、心配ごとが増え
悩みや不安は尽きません。子育ては24時間
休みなしです。
　いろいろな制度や教室等で、そんなお母
さんたちを支援しています。今回は、特に妊娠
から出産と乳幼児期の子どもについての、
健康に関する取り組みを紹介します。
問健康増進課　☎893-6405

交野市では、この4月から不育治療を受けられた夫婦に対して、保険適用外の「不育症治療費用」の
一部を助成します。詳しくは、ホームページまたは電話でお問い合わせください。
それ以外にも、市では19歳以上で、妊娠を希望する女性、妊娠を希望する女性の配偶者、妊婦の配偶者
に対し、風しんの予防接種費用の一部を1回に限り助成します。
助成の条件等、詳しくは、ホームページまたは電話でお問い合わせください。
※風しんは妊娠初期の女性が感染すると、赤ちゃんが先天性風しん症候群を発症する可能性があります。

妊娠・出産に関する相談窓口が他にもあります。ホームページは各相談窓口名で検索してください。
●大阪府思いがけない妊娠の悩み相談　にんしんSOS
●大阪府不妊専門相談センター
●大阪府妊産婦こころの相談センター

妊娠を希望しています。何か支援はありますか？Q
A 不妊治療の助成と不育治療の助成があります。
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実際に出産されたママさんに
お話が聞けてよかった！

これから赤ちゃんを迎えるために、妊娠・出産・育児について
楽しく学ぶ教室です。
妊娠期から知っておいていただきたい食事・歯科のお話
や、お父さんの妊婦体験、夫婦一緒に沐浴体験などをして
います。
妊婦さん同士で情報交換タイム、赤ちゃんとママとの交流
タイムもあります。
参加した先輩ママとパパの声を紹介します。

妊娠がわかり、交野市に引っ越してきました。
知り合いがいないので、情報交換できる友達が欲しいのですが…Q

A ～パパママ～マタニティー教室がお勧めです。

赤ちゃん訪問は、赤ちゃんが生まれた全ての家庭に対
し、生後4か月を迎えるまでの間に、助産師や保健師が
訪問し、赤ちゃんの健康状態のチェックや育児支援の情
報提供、育児相談等を行います。

母乳育児について相談したい人はミルキィベビー教室も！
助産師に母乳相談ができます。
少人数制なので、身体測定や他のママとベビーとの交流
もゆったりできます。

子育て支援情報をプッシュ通知でお知らせ！予防接種の
スケジュールを自動作成。子どもの身長・体重を入力し、
成長をグラフでチェックする機能もあります。
保育施設や幼稚園、公園など子育て関連施設を検索！

赤ちゃんが生まれました。初めての育児で、これで合っているのか
分かりません。体重がちゃんと増えているか知りたいのですが…Q

A こんにちは赤ちゃん訪問で体重を測っています。

子育てアプリ　おりひめ★すこやかナビ

AndroidiOS

妊婦体験をして、しんどさがわかった。
できることは手伝いたい。

周りの人に頼ることも
大切だと思った。

父親になる
実感が強まった。
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交野市の
子育てサポート

2019年4月から、笑顔で子育てできる市を目指し、妊娠・
出産・子育てを切れ目なく支援することを目的に、子育て
世代包括支援センターを開設しました。
子育て中のママとパパのさまざまな相談に応じています。
保健師・助産師などがいますので、妊娠・出産・子育てに
ついて一緒に考えていきましょう。

子ども子育て総合相談窓口

★4か月児健診

★ぴよぴよ離乳食講習会

★乳児一般健診　　★産婦健診
★こんにちは赤ちゃん訪問
★産後ケア事業

★妊婦健診

★～パパママ～マタニティー教室

新生児～１２か月 妊娠期

母子健康手帳交付の際に、妊婦さん
一人ひとりとお話しをしています。ママ
とベビーの健康手帳（妊婦健診、産婦
健診、新生児聴覚検査等の受診券）も
お渡しします。

交野市には、安心して子育てできるよう、お子
さんの成長に合わせて、ママとパパの悩みに
応える様々な子育てサポートがあります。
※毎月の健診やイベントの詳細は広報紙の
「子育て通信」コーナーをご覧ください。今月は
28～29㌻です。その他、子どもの遊びや子育て
に関するイベントも掲載しています。

妊娠と診断されたら

母子健康手帳の交付

★ミルキィベビー教室

① 妊娠届時に全ての妊婦さんと面談を行い、必要な情報提供や相談に応じます。
② 支援プランが必要な人は、一緒に作成し、妊娠中から子育てまでをサポートします。
③ 相談内容に応じて必要な支援を切れ目なく行います。他機関との連絡調整も
　 行います。

その悩みを解決！！
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子育ての中で、「子どもはかわいいけど、なぜか
イライラする」「やることがいっぱいで手が回ら
ない」などと感じることはありませんか。
そのように感じることは、決していけないことで
はなく、一生懸命子どもと向き合っている証拠です。
しかし、その悩みや不安を1人
で抱えていては、子どもにとって
も辛いことです。
大切なのは、悩みや不安を共有
し、相談ができる人がいるか
どうかです。どうぞ、周囲の支援
や制度を利用してください。

助産師等がいる医療機関・助産院に母子
同室で滞在し、育児のサポートを受ける
ことができます。対象は、育児
不安があり、家族等から支援
を受けられない生後4か月未
満のベビーとママです。

地域子育て支援センターも子ども子育て
総合相談窓口です！
保育士等がご相談に応じ、子育てに関する
悩みや困りごとを解決するためのお手伝い
をします。

4月から助産師も相談に応じ
ています。
授乳の相談や産後ケア事業
のコーディネーターとして
活躍中！

３歳～

他のママと交流してリフレッシュ！
一中校区　地域子育て支援センター
【私部2-29-5】
二中校区　ぽらりすひろば
【幾野2-6-1  第1児童センター1階】
三中校区　星田地域子育て支援センター
【星田3-10-8  星田こども園内】
四中校区　つどいの広場
【天野が原町5-5-1  ゆうゆうセンター3階】

★3歳6か月児健診

★すくすくキッズ親子食育講座

★2歳6か月児歯科健診 ★1歳6か月児健診 ★乳児後期健診
★ピカピカ教室①
★ぱくぱくクッキング講座 ★もぐもぐ離乳食講習会

１～２歳

遊びのついでに相談も 4月から始まりました

これ以外にも…

産後ケア事業（利用には審査があります）

児童手当、こども医療費助成など
申請・手当

産後のお世話、産前産後の
家事援助など

一時保育など

幼稚園・認定こども園での園庭開放、子育
てサロン、赤ちゃんサロン、
子育てサークルなど

教室・遊び場

★ピカピカ教室②
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2本のポールを使って歩くことで、足だけでなく全身の運動になるスポーツ
です。市内の名所等も交えた楽しいイベントを開催しています。今年の
第3・４回の開催分は、文化財学芸員とのコラボ企画です。

スポーツ基本法に基づき、市民のスポーツ振興を
図るため教育委員会が委嘱しています。市では
19人の委員が実技指導、事業への助言などの
活動を通じてスポーツ行事を運営しています。

交野市スポーツ推進委員は、誰でも気軽に参加できる
ニュースポーツ等を通じて、スポーツを楽しんでいた
だこうとさまざまな企画を実施しています。
私たちと一緒に楽しみながら体を動かしましょう。

第３回

第4回

【集　合】いきいきランド交野
【持ち物】飲み物、タオル、帽子等

【定　員】20人
【申し込み】9/2日（月）～27（金）に青年の家窓口

コースに酒造見学を交え、ゴールはお祭り会場です。
【と　き】10/26（土）9:30～（雨天中止）
【コース】蟹川の泉（倉治）→源氏の滝・夜泣き石→山野酒造→
　　　　にぎわいフェスタ（いきいきランド交野）行程8㌔。
私部の歴史を訪ねるコースです。
【と　き】11/20日（水）9:30～（雨天中止）
【コース】光通寺（私部）→私部城跡→北田家住宅（特別開放）→
　　　　いきいきランド交野

ノルディック・ウオーク

スポーツ推進委員とは

スポーツ推進委員のみなさんより

イベントについて

　スポーツの秋になりました。みなさん日頃からスポーツを楽しんでいますか。運動はしていない
けれど「激しいスポーツはちょっと…」や「運動音痴で周りについていけない」という理由で遠ざかって
いる人も多いのではないでしょうか。
　市では、そんな人たちが気軽にスポーツに親しめるよう、スポーツ推進委員たちがニュースポーツ
の振興に取り組んでいます。ニュースポーツには、子どもから高齢者まで、また、障がいの有無にかか
わらず、みんなで楽しむことができるものが数多くあり、幅広い年齢層のスポーツライフを豊かにす
るものとして、全国各地で盛んに行われており、今からスポーツを始めたいという人にもオススメで
す。市民スポーツデー（8～9㌻）でも体験できます。ぜひチャレンジしてみてください。

問社会教育課　☎892-7721
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パラリンピックの正式種目にもなっている人気の競技です。白い目標
のボールに、赤・青それぞれ6球ずつのボールを投げたり転がしたり
して、いかに近づけるかを競います。カーリングのように他のボール
に当てて近づける戦術も楽しいスポーツです。

10月13日（日）「ニュースポーツ」（8㌻）

ボッチャ

スポーツデー

ひもで繋がったボールを、ラダー（はしご）に向かって投げて引っ掛け、
得点を競うゲームです。一見簡単そうですがなかなか奥が深く、上手
に引っ掛かった時の手応えがたまりません。

10月13日（日）「ニュースポーツ」（8㌻）

ラダーゲッター

スポーツデー

赤と青の円盤を、ポイントめがけて投げ、いかに近づけるかを楽しむ
日本生まれのスポーツです。ディスコンの名前のとおり、円盤（ディスク）
をどう操作（コントロール）するかがポイントです。いろんな投げ方を
試して高得点を狙いましょう。

10月13日（日）「ディスコン」（8㌻）スポーツデー

インディアカボールと呼ばれる羽根のついた特殊なボールを手で
打ち合う、バレーボールタイプのスポーツです。羽根がついていること
でボールの滞空時間が長くなって拾いやすくなることや、スピード
が緩和されるので初心者でも楽しんでプレイできます。

10月14日（祝）「インディアカ」（9㌻）

インディアカ

スポーツデー

「バウンド」とは、英語のboundary（限られたスペース）からきたもの
で、コートが通常のテニスコートの6分の1の広さなので走り回らなく
てOK。ラケットもグリップが短く打ちやすいので、初心者でもすぐに
ゲームが楽しめます。

10月13日（日）「バウンドテニスの交流試合練習会」（8㌻）

バウンドテニス

スポーツデー

専用のクラブでボールを打ち、ホールポストと呼ばれる金属の輪に、
何打で入れるかを競います。ゴルフ場まで行かなくても身近で気軽に
楽しめ、初心者にもやさしいゴルフです。

10月13日（日）「グラウンド・ゴルフ」（8㌻）

グラウンド・ゴルフ

スポーツデー

ディスコン
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問社会教育課　☎892-7721

10月13日（日）9:00～　いきいきランド交野メインアリーナ

今年も
交野のスポーツの祭典が行われます。

雨天の場合の中止・延期は当日の午前7時に決定しホームページでお知らせします。
※熱中症対策のため、飲み物をお持ちください。

市民スポーツデー
総合開会式

市内在住・在勤・在学者、各協会員対象

10
月
13
日（
日
）

【と　き】9:00～17:00
【ところ】いきいきランド交野グラウンド
【対　象】中学生以上

ジョイフルスローピッチソフトボール
【持ち物】グローブ、ソフトボール用三号バット
【服　装】地区名入りの服またはゼッケン
【申し込み】9/20（金）までに各区を通じて青年の家窓口
　　　　（抽選会は9/27（金））

【と　き】8:00～11:00（開始式8:30～）
【ところ】私部公園グラウンド

男女別4ゲームストロークマッチ
【持ち物】クラブ、ボール、マーカー（貸出可）
【申し込み】当日会場

【と　き】9:30～17:00
【ところ】いきいきランド交野サブアリーナ

ゲームと練習
【持ち物】上靴
【申し込み】当日会場

【と　き】10：00～12：00
【ところ】交野自立センター多目的広場
　　　　（駐車場はありません。）

体験教室及びアーチェリー競技
【持ち物】運動靴、弓具は無償貸与
【服　装】体にフィットした服
【申し込み】9/27（金）までに青年の家窓口

【と　き】9:30～16:00（開始式9:30～）
【ところ】長宝寺小学校グラウンド
【対　象】小学生

加盟チーム（学童）対抗戦、150m走等、ベースランニングなど野球にちなんだ競走等
【申し込み】9/27（金）までに青年の家窓口
　　　　（当日会場申込可）

【と　き】9:00～17:00（開会式8：45～）
【ところ】私部公園テニスコート
【対　象】中学生以上

ソフトテニス大会
【持ち物】テニスシューズ、
　　　　日本ソフトテニス連盟公認ラケット
【申し込み】9/20（金）までに青年の家窓口

【と　き】9:00～15：30
【ところ】青年の家101号室
【対　象】小学3年生以上

ディスコン競技の研修・習得
【持ち物】上靴、タオル
【申し込み】当日会場

【ところ】私部公園多目的グラウンド
【対　象】小学生と保護者

初心者サッカー教室（小学生）10:30～11:30
親子でミニサッカーゲーム：（5･6年生）9:30～11:00、（1･2年生）11:00～12:00、（3･4年生）12:00～13:30

【申し込み】当日会場（本部テント）

【と　き】10:00～14:00
【ところ】いきいきランド交野会議室1・2

ラダーゲッター、ボッチャ
【申し込み】当日会場

ディスコン（交野市ディスコン協会）

第42回

ニュースポーツ（交野市スポーツ推進委員）

バウンドテニスの交流、試合練習会（交野市バウンドテニス協会）

ソフトテニス（交野市ソフトテニス連盟）【雨天中止】

アーチェリー（交野弓技連盟アーチェリー部）【雨天中止】

ソフトボール（交野市ソフトボール協会）【雨天時順延（翌日）】

グラウンド・ゴルフ（交野市グラウンド・ゴルフ協会）【雨天時順延（翌日）】

親子でサッカー！（交野市サッカー連盟）【雨天中止・小雨決行】

小運動会（大阪府軟式野球連盟交野支部）【雨天時順延（翌日）】
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10
月
13
日（
日
）

10
月
14
日（
祝
）

【ところ】私部公園テニスコート
【対　象】小学生以上（小学生は保護者同伴
　　　　か承諾書添付）
　　　　

65歳以上ダブルス 8:00～、65歳未満ダブルス 10:00～（男女不問。いずれも1人で申込。
ペアは当日抽選で決定）、ミックスダブルス（ダブルエントリー可）13:00～（男女ペアで申込）

【持ち物】硬式テニスラケット、テニスシューズ
【申し込み】10/10（木）までに青年の家窓口
　　　　（当日会場申込可）
　　　　

【と　き】8:30～12:00（開始式9:30～）
【ところ】青年の家武道施設
【対　象】小学生・中学生・高校生・一般

初心者の部、小学生:低学年の部（4年生以下）・高学年の部（5・6年生）、
中学生:男子の部・女子の部、高校・一般:二段以下の部、三・四・五段の部　

【持ち物】竹刀一式
【服　装】胴着袴、防具（紅白タスキは連盟で準備）
【申し込み】9/27（金）までに申込。詳しくは同連盟HP

【と　き】9:00～15:00（開始式9:30～）
【ところ】星の里いわふね体育室
【対　象】小学生以上

バドミントンの基礎練習、ゲーム練習
【持ち物】体育館シューズ、ラケット
【申し込み】10/10（木）までに青年の家窓口
　　　　（当日会場申込可）

【と　き】9:30～12:00（開始式9:30～）
【ところ】いきいきランド交野メインアリーナ

一日講習会
【持ち物】タオル、体育館シューズ等
【申し込み】当日会場

【ところ】いきいきランド交野サブアリーナ
【対　象】幼稚園児年長～小学６年生

バレーボール体験教室 10:00～、小学生チームによる交流試合 13:00～
【持ち物】体育館シューズ
【申し込み】当日9:30から会場（体験教室のみ）

バレーボール（ジュニアの部）（交野市バレーボール協会）

【と　き】9:30～12:00
【ところ】第四中学校

タッチラグビー（タックルの無いラグビー）
【申し込み】当日会場

ラグビー（交野市ラグビーフットボール協会）

【と　き】9:00～12:00
【ところ】青年の家102号室
【対　象】中学生以上

合気道の稽古
【服　装】道着またはジャージ等
【申し込み】当日会場

合気道（大阪合氣会交野道場）

約6チームによる混合ダブルス団体戦
【持ち物】上靴、ラケット（貸出有り）
【申し込み】10/2（水）までに青年の家窓口
　　　　または同連盟（鶴谷☎090-2191-1597）

卓球（交野市卓球連盟）

【と　き】9:30～16:00
【ところ】いきいきランド交野メインアリーナA面
【対　象】幼稚園年少以上（小学生以下保護者同伴）

交流会
インディアカ（交野市インディアカ協会）

【持ち物】体育館シューズ
【申し込み】当日会場

【と　き】9:00～12:00（開始式9:30～）
【ところ】星の里いわふね体育室
【対　象】小学生以下（第４０回交野市空手道選手権大会形試合３位以内の人を除く）

空手道形大会
空手道形試合（交野市空手道連盟）

【服　装】空手着
【申し込み】10/4（金）までに青年の家窓口

【と　き】9:00～14:45
【ところ】ゆうゆうセンター5階　弓道場
【対　象】高校生以上

午前=競技（男子の部・女子の部。経験者のみ）、午後=見学・体験
弓道（交野弓技連盟　弓道部）【雨天決行】

【持ち物】あれば白足袋
【申し込み】当日会場

【と　き】9:00～13:00（開始式9:00～）
【ところ】天野川緑地（ゲートボール場）
【対　象】同協会加入者

ゲートボール大会（1チーム3試合のリーグ戦）
ゲートボール大会（交野市ゲートボール協会）【雨天中止】

【申し込み】9/27（金）までに各区を通じて
　　　　青年の家窓口

硬式テニス（交野市テニス協会）【雨天中止】

太極拳（交野太極拳協会）

剣道（交野市剣道連盟）

【と　き】9:00～13:00
【ところ】いきいきランド交野メインアリーナB面
【対　象】小学生以上（経験者）

バドミントン（交野市バドミントン連盟）

つるたに
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「フォトロゲ」とは「フォトロゲイニング」の略で、地図を元にチェックポイントを回って写真撮影し、
得点を競うスポーツです。
日時　10/20（日）
集合　岩船小学校体育館
※当日9:00から、初心者向けの地図読み講習会があります。
競技時間　【3時間の部】10:00～13:00　【5時間の部】10:00～15:00
カテゴリ　

△
ファミリーの部　小学生1人以上を含む2～5人のチーム（家族以外の人が入っても可）

　　　　　

△

男女混合の部　男女各1人以上を含む2～5人のチーム
　　　　　

△

男子の部　男性のみ2～5人のチームまたは男性の1人参加
　　　　　

△

女子の部　女性のみ2～5人のチームまたは女性の1人参加
※チーム参加の場合は、18歳以上の人が含まれている必要があります。
※1人参加の場合は、表彰の対象外になります。
定員　3時間・5時間の部合わせて300人（先着）
料金　大人3,000円、高校生1,500円、中学生1,000円、小学生500円
持ち物　筆記用具、電卓、時計、健康保険証、携帯電話、デジタルカメラ（携帯電話のカメラ可）、
　コンパス（500円でレンタルあり）
申込　10/15（火）までにスポーツエントリーまたはスポーツナビDo

10:00
13:00
13:30-14:00
15:00
15:30-16:00
16:30

スタート
3時間の部フィニッシュ
3時間の部お楽しみ抽選会・表彰式
5時間の部フィニッシュ
5時間の部お楽しみ抽選会・表彰式
閉場

08:30
09:00-09:15
09:20
09:20-09:30
09:30-09:45
09:45-10:00

開場・受付開始
初心者向け地図読み講習会
受付終了
開会式
競技説明
地図配布（スタートまで作戦タイム）

スケジュール

MAP

フォトロゲイニング®in交野

日年 開催!!月 日

後援：　   かたのツーリズム推進協議会主催：　　　　　アウトドアゲームズ

10月20日（日）

□問 かたのツーリズム推進協議会  ☎070-7528-6174
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①参加者ごとの楽しみ方
　回るチェックポイントやルート選択、歩くか走るかは参加者次第。時間いっぱい走り回るもよし、道すがら気に
なったカフェでのんびり休憩もよし。チームそれぞれの楽しみ方があります。
②自動的に思い出の写真がたくさん
　チェックポイントではチーム全員で写真撮影をするのがルール。競技に参加しているだけで、みんなで楽しんだ
思い出の写真がたくさん残ります。SNSにもアップしましょう！
③道中は新たな発見も
　いろんなチェックポイントの中には、自分が知らなかった所、行ったことのない所もあるはず。初めての場所や、
交野の名所や歴史・文化に関するチェックポイントで新たな発見があるかも。
④運動が苦手な人でも楽しめます
　フォトロゲは足の速さや持久力等の移動力だけじゃなく、「地図読み」「戦略」「チームワーク」も重要なスポーツで
す。「地図を読むのが得意」「交野の地理に詳しい」という人がいれば、上位入賞も夢じゃない！

フォトロゲイニング®の流れ（簡単フロー）

楽しさいっぱい フォトロゲの魅力

1地図の配布と作戦タイム

●❶
●❷ ●❸ ●❹

MAP

どうしたら
行きたいポイントに
効率良く行けるかな？

4結果提出

まわった順番を
用紙に記入。

記入ミスがないように
注意してね！

2チェックポイントで写真撮影

写真は撮影者以外の
チーム全員を入れてスタート前に

指示されたポーズで！

3制限時間内に
　チーム全員でフィニッシュへ

急いでいても
交通ルールは
守ってね

※遅れると減点が
　あるので注意してね！

41

5結果発表（表彰式）

お楽しみ抽選会も！12 3

N
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織姫の里かたのプレミアム付商品券
□問 地域振興課プレミアム付商品券係 ☎0570-02-0277

　10/1（火）から予定されている消費税引き上げによる影響を緩和し、地域の消費喚起・下支えのため、対象者を
限定したプレミアム付商品券を発行します。プレミアム付商品券を購入するためには、事前に審査があります。
審査後、対象者には商品券を購入できる「購入引換券」を市から送付します。
対象者　次の①②に該当する人
　①令和元年度市民税均等割非課税者（課税者と生計同一の配偶者・扶養親族等、生活保護受給者を除く）

購入引換券の申込
　①に該当する人:9/10（火）～11/30（土）〈消印有効 土・日曜日、祝日を除く〉に購入申請書を地域振興課へ提出
　②に該当する人:申込不要。市から購入引換券を郵送します（学齢3歳未満児1人につき1枚）
購入引換券の郵送時期　9月下旬
※円滑な郵送のため、適切な住所登録にご協力ください。
※購入引換券は再発行できません。商品券購入まで大切に保管してください。

商品券の詳細　1冊あたり500円券10枚綴り（券額面5,000円）
購入価格　1冊4,000円
購入限度　購入引換券1枚につき5冊まで
　（1冊単位の分割購入可。最大で券額面2万5,000円分を
　2万円で購入できます）
購入場所　北大阪商工会議所交野支所（私部1-1-2）ほか
購入期限　令和2年1/31（金）
商品券の有効期間　令和元年10/1（火）～令和2年2/29（土）
※商品券の購入・使用できるお店については、市ホームページ、広報10月号でお知らせします。

△

他市のプレミアム付商品券の購入引換券を持っていて、交野市に転入した人は地域振興課までご連絡ください。△

交野市のプレミアム付商品券の購入引換券を持っていて他市町村に転出した人は、転出先市町村のプレミアム
　付商品券担当部署にご連絡ください。△

配偶者からの暴力を理由に、住民票を移すことができないまま交野市へ避難している人は、一定の要件を満
　たすことで交野市で購入引換券を受け取れる場合がありますのでご相談ください。

■プレミアム付商品券の購入

はい いいえ

はい

はい

令和元年度の住民税は課税されていますか？

対象者①に該当しません。

対象者①に該当しません。

令和元年10月1日までに、生活保護の受給が停止、
廃止になったことはありますか。

対象者①に該当する可能性があります。購入申請書を提出ください。 対象者①に該当しません。

対象者①に該当する可能性があります。
購入申請書を提出ください。

平成31年1月1日の時点で生活保護を受けていましたか。

令和元年度の住民税が課税されている人の扶養親族等になっていますか。

対象者①のフロー

②平成28年4月2日～令和元年9月30日に生まれた子（学齢3歳未満）の世帯主
※①に該当すると見込まれる人には、8月下旬から購入申請書を順次送ります。
※①②両方に該当する人は、それぞれで商品券を購入できます。

■その他

いいえ

いいえ

いいえはい
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園名
第1認定こども園

（あまだのみや幼児園）
私市1-29-1
☎892-1351 5人 14人程度 18人程度

第２認定こども園
（あさひ幼児園）

星田5-2-12
☎892-0206 15人 5人程度 6人程度

第３認定こども園
（くらやま幼児園）

幾野3-18-1
☎892-8433 13人 7人程度 9人程度

所在地・電話番号 3歳児 4歳児 5歳児

消費税増税に伴う水道料金・下水道使用料の増額
□問 水道局 ☎891-0016、下水道課 ☎892-0121

　10/1（火）から、消費税率が現在の8%から10%へと変更が予定されています。この変更に伴い、市の条例に基
づき水道料金・下水道使用料が、消費税率引き上げ分増額となります。
みなさんのご理解・ご協力をお願いします。

市立認定こども園の園児募集
□問 こども園課 ☎893-6407

　令和2年度の市立認定こども園（1号認定＝幼稚園部分）の園児を募集します。
■対象
次の要件全てを満たす人
①申込日現在、幼児と保護者の住民登録が市内にあり、かつ居住している
②次の年齢に該当する幼児の保護者△

3歳児　平成28年4月2日～29年4月1日生まれ△

4歳児　平成27年4月2日～28年4月1日生まれ△

5歳児　平成26年4月2日～27年4月1日生まれ 

■定員

■入所申込書の交付
期間　10/1（火）～15（火）
場所　各市立認定こども園＝月～金曜日9:00～17:00（土・日曜日、祝日、10/9は除く）
　　　こども園課＝月～金曜日9:00～17:30（土・日曜日、祝日は除く）

■申込
期間　10/10（木）・11（金）・15（火）の9:00～17:00
場所　各市立認定こども園

■費用
①保育料　保護者の所得（市民税所得割額）に応じて決定します。
※保育料を算定する際の基準となる「利用者負担額表」は、市ホームページに掲載しています。
②その他　教材費・給食費・遠足代・預かり保育料等は、別途実費徴収となります。

■始業・終業時間
　月～金曜日9:00～14:00（3歳児は5月の連休明けまで9:00～11:40）
募集要項を、9/2（月）から市ホームページに掲載及び各市立認定こども園・こども園課で配布します。
※園児募集の期間中（10月1日～15日〈抽選がある場合は10月25日まで〉）については、令和2年度途中入園は
できませんのでご了承ください。

※第1認定こども園は、令和2年度、社会福祉法人による民営化を予定しています。
※29年度から園区を廃止しています。
※定員を超えた場合は、公開抽選をします。抽選の結果、入園できなかった人については、他の市立認定こども
園に空きがあれば入園希望の受付をします。再度、定員を超えれば抽選になります。
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日　時
10/3（木）
10:00～12:00

第1回「子どもにとって絵本とは」
講師：かたの子ども文庫連絡会

講座名・講師 内　容

かたの あしたのがっこう 講演会
□問 学校規模適正化室 ☎810-8010

　学校と地域が共に育つことは、これからの学校を考えるうえで欠
かせないものです。学校と地域が、いつでも、誰でも、学校卒業後も
互いの持つ力を生かせる「地域と共にある交野らしい学校」を考え
てみませんか。
日時　10/6（日）13:30～16:00（開場13:00）
場所　ゆうゆうセンター4階　交流ホール
第1部：講演会　建築の専門家による地域に開放される学校施設や、
　実際に地域と連携した取り組みを行っている先生のお話により、
　地域と学校のこれからの関わり方について知識を深めます。
第2部：トークセッション　講演会の内容を踏まえ、本市におけるこ
　れからの学校と地域づくりを、登壇者と話し合います。
※1部、2部とも手話通訳があります。
講師（登壇者）

△

横山俊祐さん（大阪市立大学大学院工学研究科教授）

△

岩佐武司さん（凌風学園 京都市立凌風小中学校学園長）

よみきかせサポーター養成講座
□問 倉治図書館 ☎891-1825

　地域で読み聞かせをする「よみきかせサポーター」を育成します。修了者には、図書館でのおはなし会のほか、
地域家庭文庫や学校図書館ボランティアなどでのよみきかせ活動を支援します。
※内容は紹介する本を除き、昨年と同内容です。

場所　倉治図書館2階　視聴覚室（10/16のみ青年の家研修室201。別室で保育あり）
対象　よみきかせのボランティアを希望し、全5回の講座および別途指定する図書館イベントに参加できる人
定員　12人（先着）（第1～3回は、単発での受講可。各回先着40人）
申込　9/1（日）から倉治図書館
※第1～3回は、「学校図書館ボランティア講座」を兼ねています。学校図書館ボランティアは、別途学校を通じ
　てお申し込みください。
※第2回での保育希望者は申込時にお伝えください。

いわさたけし りょうふう

よこやましゅんすけ やまざきりょう

き た だ ち あ き

よみきかせやおはなしの実演を踏まえなが
ら、「聞くこと」の大切さについて

10/16（水）
9:30～12:00

ワークショップと新刊紹介を通して、子ども
に本を「届ける」ことの意義、そのための本を
「選ぶ」ことの意味について

第2回「子どもに本を届けるということ」
講師：（一財）大阪国際児童文学振興財団
総括専門員　土居安子さん
第3回「絵本の選び方・読み方・プログラ
ムの作り方」　講師：図書館司書

11/5（火）
9:30～12:00

絵本の選び方・読み方・プログラムの作り方
について

11/28（木）
10:00～12:00

第4回「プログラムを組む」
講師：おはなしぐるーぷKIRARA、図書館司書

対象年齢別にグループに分かれて、おはなし
会のプログラム作り、練習、実演

12/5（木）
10:00～12:00 第5回「今後の活動にむけて」～交流会～

市内での活動やボランティアグループの紹
介、交流会

ど い や す こ

△

山崎亮さん（（株）studio-L代表・コミュニティデザイナー）

△

市教育長 北田千秋（第2部のみ）△

「第一中学校区における魅力ある学校づくり協議会」より
   会員1名（第2部のみ）

■保育 対象　0歳～小学3年生
定員　15人（先着）
申込　9/9（月）～27（金）に電話で学校規模適正化室
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親子3世代イベント
□問 いきいきランド交野 ☎894-1181

　親子3世代でスポーツを楽しみましょう。
日時　9/23（祝）9:00～12:00
場所　いきいきランド交野　グラウンド

親子教室秋の部
□問 星の里いわふね ☎893-3131

▷リトミック教室：リトミック遊び、楽器遊び等
▷ベビーマッサージ教室：ベビーマッサージ、子育て相談等
▷あかちゃん教室：ふれあい遊び、手遊び等
▷プレリトミック教室：音楽遊び、楽器遊び等
場所　星の里いわふね　対象　未就園児親子
定員　各9組　費用　1組6,000円（全10回）
申込　9/5（木）から参加費を添えて星の里いわふね 

※スポーツテスト以外は要予約。
対象　年中以上
持ち物　飲み物、タオル、グラウンドゴルフ参加者はクラブ・ボール、
　ノルディックウオーク参加者はポール（いずれも持っている人のみ。無い場合は貸し出します）
申込　WEB申込:9/2（月）10:00から右のQRコード
　電話・来館:9/4（水）10:00からいきいきランド交野

イベント 時間 定員 費用
走り方教室（幼児の部） 9:15～10:15 50人 1,000円 走ることの楽しさを感じましょう。

内　容

走り方教室（小学生の部） 10:30～11:30 50人 1,000円 より早く走れるフォームを身につけよう。

グラウンドゴルフ 9:30～11:30 32人 500円 3ラウンド行います。
景品も多数用意してます。

ノルディックウオーキング 9:30～10:30 30人 500円 ポールを使用したウオーキングです。

スポーツテスト 9:30～11:30 定員なし
600円 50m走、ソフトボール投げ、

握力、反復横跳び等。

月曜クラス　10月：7・21・28日　11月：11・18・25日　12月：2・9・16・23日

（親子で参加の
場合は1,000円）

リトミック教室「ひまわり①組」
9:30～10:20
対象:2歳～

リトミック教室「ひまわり②組」
10:20～11:10
対象:2歳～

リトミック教室「ゆり①組」
11:10～12:00
対象:1歳6か月～2歳

リトミック教室「ひまわり③組」
9:30～10:20
対象:2歳～

リトミック教室「ゆり②組」
10:20～11:10
対象:1歳6か月～2歳

リトミック教室「ちゅーりっぷ組」
11:10～12:00
対象:1歳～1歳6か月

ベビーマッサージ教室「たんぽぽ組」
9:30～10:20
対象:2～8か月

あかちゃん教室「もも組」
10:20～11:10
対象:6～12か月

プレリトミック教室「さくらんぼ組」
11:10～12:00
対象:10か月～1歳3か月

水曜クラス　10月：9・16・23・30日　11月：13・20・27日　12月：4・11・18日

木曜クラス　10月：10・17・24・31日　11月：14・21・28日　12月：5・12・19日



16

農とのふれあいツアー
□問 交野市農業体験事業実行委員会事務局（農政課） ☎892-0121

　農作物の収穫体験や野外でのおにぎり作りを通じて、農業への理解を深めてもらうイベントです。
家族揃って、ご参加ください。
日時　10/12（土）9:30～13:00頃（雨天の場合は10/19に延期）
集合　第二京阪道路交野北IC北東横イベント広場
内容　サツマイモ掘り、稲刈り、おにぎり作り
収穫物　サツマイモ＝1人2株程度を持ち帰り
　　　　米（実費・当日予約受付）＝1家族5㌔までで、後日受取り
対象　市内の小・中学生とその家族（小・中学生のみの参加不可）
定員　約100人（抽選）
費用（1人あたり）　参加費100円、サツマイモ堀り400円
申込　9/20（金）〈消印有効〉までに、往復はがきか、ｅメールで、①住所②電話番号③参加者（家族全員の氏名、年
　齢、性別、参加費合計）④サツマイモ掘り参加の人数を記入し、農政課「農とのふれあいツアー」係
　〒576-8501（住所記入不要）　　noui@city.katano.osaka.jp

※家族単位でお申込ください。

受動喫煙防止にご協力ください
□問 健康増進課 ☎893-6405

　たばこには喫煙者が吸っている煙だけではなく、たばこから立ち上る煙や喫煙者が
吐き出す煙にも有害物質が含まれています。本人は喫煙していなくても、身の周りのた
ばこの煙を吸わされてしまうことを「受動喫煙」と言います。
　受動喫煙は、心筋梗塞や脳卒中、肺がんに加え、子どもの喘息や乳幼児突然死症候群
等のリスクを高めることが分かっています。受動喫煙を受けなければ、年間1万5,000
人がこれらの病気で死亡せずに済んだと推計されています。望まない受動喫煙を防止
できるように平成30年7月健康増進法の一部が改正されました。

【改正のポイント】
①望まない受動喫煙をなくすことを目指します
②受動喫煙による健康影響が大きい子どもや患者に特に配慮をします
③施設や場所ごとに喫煙できる場所・できない場所を明らかにし、掲示を義務付けます
※施設の種類により喫煙できる場所が決められ、喫煙できる場所には20歳未満は立ち入ることができません
　さらに大阪府では健康で快適な生活を実現するため、平成31年3月に「大阪府受動喫煙防止条例」が制定され
ました。これらのことで望まない受動喫煙を防止するための取り組みはマナーからルールにかわります。

■敷地内禁煙
受動喫煙により健康を損なうおそれが高い子ども、患者、妊婦が主に利用する施設は令和元年7月より敷地内禁
煙、令和2年4月からは敷地内全面禁煙となります。
（対象となる施設の例）学校・幼稚園・保育所・病院・薬局・介護老人施設・国及び地方公共団体の行政機関の庁舎
など

■原則屋内禁煙
令和2年4月からは多くの人が利用する全ての施設も原則屋内禁煙となり、専用の喫煙室内のみ喫煙が可能と
なります。
（対象となる施設の例）オフィス・事業所・飲食店・ホテル・鉄道など
※飲食店への経過措置として事業規模が小さい既存施設は店内禁煙か喫煙かを選択できます。詳しくは、大阪
府のホームページをご覧ください。
　屋外や家庭でも喫煙を行う場合は周囲の状況に配慮し、受動喫煙をなくすためご協力をお願いいたします。
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車　名 リボン 停車場(所) 時　刻

1号車 ピンク

倉治バス停前（「万代」の向かい側）
南倉治バス停前
第２中学校前
郡津消防分団車庫前

11:30
11:37
11:42
11:47

6号車

交野市
(マイクロバス)

白

茶

松塚「松塚ふれあい館」前
梅が枝南信号「はるやま」前
住吉神社前
青年の家前

寺南川橋前

11:35
11:40
11:48
11:50

11:45

5号車 黄

交野高校前バス停（私部グラウンド側）
青山3丁目バス停
府道交野久御山線大阪ガス
交野ステーション前(時計台前)
喫茶「のんのん」前　(私部)
さくら丘住宅バス停(天野が原町)

11:30
11:35

11:37

11:45
11:50

3号車 緑

南星台4丁目「ゆうゆうバス停」前
妙見東2丁目「ゆうゆうバス停」前
妙見口バス停（交野方面行き）
藤が尾団地バス停
藤が尾2丁目バス停
私市・御幸橋前（私市共同墓地前）
私市3丁目バス停（交野方面行き）

11:20
11:25
11:30
11:32
11:35
11:40
11:45

老人福祉大会・星友クラブ大会
□問 高齢介護課 ☎893-6400

式典の後、各地区の老人クラブによる演芸発表を行います。当日は、下表のとおり送迎バスを運行し、大会終了
後は乗ってきたバスでお送りします。
日時　10/5（土）12:30～16:00
場所　ゆうゆうセンター4階　交流ホール
対象　市内在住でおおむね65歳以上、市星友クラブ連合会会員
プログラム　　
▷第1部＝式典
▷第2部＝演芸発表（各老人クラブの代表者による歌や踊り）

2号車 水　色

フレスコ星田店前「ふれあいプラザバス停」
（星田駅方面行き）
星田山手3丁目「ゆうゆうバス停」前
星田山手入口(星田行「星の森」バス停)
平和台霊園前
JR星田駅バス停
星田４丁目バス停
北星田バス停

11:22

11:25
11:27
11:30
11:35
11:43
11:46

消費者相談 代引きで覚えのない荷物が届いた

Ｑ
A
助言

宅配便の代金引き換えで私宛に荷物が届きました。留守の私に代わって家族が代金を払い受け取り
ましたが、後で開封すると全く覚えのないものでした。

荷物の発送元に事情を伝え、返品返金の依頼をしましょう。

不審な荷物が届いたとの苦情が増えています。代引きの荷物は、本人に確認してから受け取りする
など家族でルールを決めましょう。心当たりがない場合は、まずは受取拒否しましょう。荷物の伝票
の発送元の情報など記録して、当センターへご相談ください。

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　
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イベント情報

アウトドア

健康づくりのため、ウオーキングを始めませんか。
日時　9/20（金）9:15～11:30
場所　ゆうゆうセンター1階休日診療所側
　　　健康増進センター
コース　私市・寺社めぐりコース
持ち物　健康手帳（無い人は当日渡します）、飲み
　物、タオル、帽子、雨具等　申込　当日集合場所
□問 健康増進課 ☎893-6405

星のまち歩く歩くDAY健康
ぽ　 　　  ぽ

妙見川沿いをさかのぼって生き物を調べます。
日時　9/25（水）9:30～12:00(雨天中止)
集合　河内森駅前
コース　妙見川沿い→南星台→新宮山→星田駅　
　(行程約5㌔)
持ち物　帽子、飲み物、筆記用具、バインダー、あれ
　ば双眼鏡、ルーペ
申込・□問 9/2（月）から交野みどりネット事務局
　　　  ☎892-0121

第14回交野しぜんしらべたい自然

第2回かたの環境講座2019
台風被害からの森の再生環境

台風被害で葉や枝が折れても、植物は再生する力
を持っています。植物の命のつなぎ方を学びます。
日時　9/28（土）13:30～16:00(13:15入口で受付)
場所　大阪市立大学理学部附属植物園
定員　20人(先着順。小学生以下は保護者同伴)
入場料　350円(中学生以下無料）
講師　大阪市立大学准教授　植松千代美さん
持ち物　帽子、飲み物、タオル、筆記用具
申込・□問 9/2（月）から環境衛生課 ☎892-0121

う え ま つ ち よ み

日時　令和2年1/13（祝）10:00受付、10:30式典
場所　星の里いわふね　費用　無料
対象　市内在住で平成11年4/2～12年4/1生ま
　れの人(10月末時点で市に住民票がある対象者
　には、12月上旬に案内はがきを送付)
※現在他市に住んでいる人も参加できます。直接
　ご来場ください。
※危険物・酒類の持ち込みはできません。
協力者募集
当日に協力してくれる新成人を募集します。
①司会:1人　②記念品を受け取る人:1人
③花束を受け取る人:2人　④誓いの言葉:1人
申込・□問 9/30（月）までに青少年育成課
　　　  ☎892-7721

令和2年成人式式典

星の里いわふね

間近で生の落語をお楽しみください。
日時　10/12（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　桂南天、桂ひろば、桂小鯛
費用　前売券1,000円、当日券1,500円
券の販売　(窓口)9/2（月）9:00～
　　　　　(電話予約)9/2（月）10:00～
□問 星の里いわふね ☎893-3131

桂南天の会其の十五文化
かつらなんてん

こ だ い

タカ類の渡りを観察し、自然の営みを学びます。
日時　9/23（祝）9:00～12:00(雨天中止)
集合　交野山山頂
指導　交野野鳥の会
持ち物　あれば双眼鏡・野鳥図鑑
申込　当日集合場所
□問 いきものふれあいセンター ☎893-6520

タカ類の渡り観察会自然
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日時　9/15（日）13:00～15:00
場所　ゆうゆうセンター2階　集団指導室
内容　遺言、相続、成年後見、内容証明の作成等
申込　直接会場
□問 行政書士会枚方支部 ☎814-9920

行政書士による日曜無料相談会相談

高血圧の放置は危険です。高血圧の病態や血圧測
定方法、今日から実践できる減塩ポイントについ
てお伝えします。みそ汁等の塩分測定あり。
日時　9/25（水）13:30～15:30(受付13：15～)
場所　ゆうゆうセンター2階　体験学習室
対象　16～74歳で、血圧が130/85mmHg以上の人
定員　35人(先着)　講師　管理栄養士、保健師
持ち物　家庭のみそ汁100ml程度、筆記用具、電
　卓、飲み物、健診結果
申込・□問 9/18（木）までに電話・FAX・Eメールで
　健康増進課 ☎893-6405　□FAX　892-0525
　　kenkou@city.katano.osaka.jp

知って得する高血圧の話(食事編)健康

ゆうゆうセンター

日時　9/11（水）13:00～15:30
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)
申込・□問 9/2（月）から人権と暮らしの相談課
　　　  ☎817-0997

職業適性検査仕事

日時　9/21（土）14:00～15:30(13:00開場)
場所　ゆうゆうセンター4階　交流ホール
内容　唄と津軽三味線　来世楽の演奏によるコン 
　サート(手話通訳あり)
定員　450人(先着)　費用　無料
申込　当日直接会場
□問 人権と暮らしの相談課 ☎817-0997

ヒューマンライツコンサート人権

ら 　 せ 　 ら

一緒に高齢者の健康づくりを応援しませんか。
日時　10/2～12/4の毎週水曜日9:30～11:45
場所　ゆうゆうセンター3階　団体共用ルーム1
内容　元気アップ体操や口腔体操等、実技の習得
※講座終了後は地域の元気アップ教室で活動して
　いただきます。
定員　20人　費用　無料
持ち物　筆記用具、飲み物
申込・□問 9/2（月）から高齢介護課 ☎893-6400

元気アップメイト養成講座健康

生活援助員(生活援助型訪問サービス従事者)は、要
支援認定者等への掃除・買い物等の「生活援助」を提
供する人です。この講座を修了すると、資格を持た
ない人でもサービス提供事業所に従事できます。
日時　10/1・8（火）10:00～17:00
場所　ゆうゆうセンター2階　集団指導室
対象　市内在住・在勤者　費用　無料
定員　30人(先着順。申込者5人未満の場合は中止)
持ち物　筆記用具、昼食
申込書の配布　市役所本館、青年の家、ゆうゆうセ
　ンター、いきいきランド交野、倉治図書館、市ホー
　ムページ
申込・□問 9/27（金）までに申込書を持参・郵送で高齢
　介護課 ☎893-6400
　〒576-0034　天野が原町5-5-1

生活援助員養成講座福祉
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ゆうゆうセンター

介護する家族に「共感できる」「支えたい」という思
いや経験を生かしてみませんか。
日時　9/26（木）第1部13:30～15:00
　　　　　　　第2部15:15～16:15
場所　ゆうゆうセンター4階
　第1部:多目的ルーム、第2部:団体共用ルーム2
内容　第1部「認知症種類別の特徴と関わり方のポ
　イント」(前記「認知症介護者向け講座と座談会」
　と共催)
　第2部「やすらぎ支援員説明会」
対象　市民　定員　20人　費用　無料
申込・□問 社会福祉協議会 ☎895-1185

やすらぎ支援員養成研修会福祉

第3回交野市健康歯科セミナー健康

口腔細菌の健康への役割や、口腔ケアの大切さを
一緒に学びましょう。
日時　10/19（土）15:00～17:00
場所　ゆうゆうセンター3階　展示活用室
テーマ　「お口の健康から考える健康長寿」
講師　大阪歯科大学細菌学講座主任教授
　　　沖永敏則さん
定員　60人(先着)　費用　無料
申込・□問 平日10:00～15:00に電話・FAXで
　交野市歯科医師会 ☎895-2558　□FAX　895-2559

おきながとしのり

優良運転者表彰の申請には、安全運転者講習を毎
年7月1日を基準日として、毎年1回以上受講する
ことが必要です。
①9/12（木）19:00～、星田市民センター
②9/13（金）19:00～、倉治公民館
③9/14（土）10:00～、ゆうゆうセンター4階　交流
　ホール
※いずれも駐車場はありません。また、受付は開始
　時間の30分前からです。
持ち物　受講カードまたは会員証（受講済記録を
　押印します）
□問 危機管理室 ☎892-0121
　枚方交野交通安全協会 ☎843-2288

秋の交通安全運転者講習会交通
安全

健康づくりに役立つ市オリジナルの体操です。
①9/4・18（水）10:30～11:30
　ゆうゆうセンター4階　多目的ホール
②9/12・26（木）13:30～14:30
　青年の家武道施設
③9/13・27（金）10:30～11:30
　いきいきランド交野2階　サブアリーナ
対象　おおむね65歳以上
定員　各80人　費用　無料
持ち物　飲み物、②③は上履き
□問 高齢介護課 ☎893-6400

元気アップ体操クラブ健康

「みどりのカーテン大作戦」
写真展環境

市内公共施設と「みどりのカーテン大作戦」受講生
によるゴーヤでのみどりのカーテン写真展です。
①9/5（木）～8（日）10:00～16:00
　青年の家1階　ロビー
②9/9（月）～18（水）(土・日・祝除く)9:00～17:30
　市役所別館1階ロビー
□問 交野みどりネット事務局 ☎892-0121

ひったくり防止カバー
無料取り付けキャンペーン防犯

自転車の前カゴにカバーを取り付けます。
日時　9/11（水）10:30～(小雨決行)
場所　松塚公園(松塚12)
対象　自転車での来場者　定員　50人(先着)
□問 危機管理室 ☎892-0121
　交野警察署 ☎891-1234

その他施設（市内）

認知症の特徴や支援のポイントを知り、当事者・介
護者の負担軽減につなげましょう。
日時　9/26（木）講座13:30～15:00
　　　　　　　座談会15:00～16:00
場所　ゆうゆうセンター4階　多目的ホール
内容　講座「認知症種類別の特徴と関わり方のポ
　イント」(講師：枚方公済病院認知症認定看護師
　藤原則子さん)
　座談会「認知症の人の介護についての情報交換
　やこれからの支援について」(対象:現在、在宅で
　認知症の人を介護している人)
定員　100人　費用　無料
□問 地域包括支援センター ☎893-6426

認知症介護者向け講座と座談会福祉

ふじわらのりこ
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交通安全大会
秋の全国交通安全運動の催しとして開催します。
日時　9/21（土）10:30～12:00(雨天中止)
場所　フレンドタウン交野(星田北1-26-1)
内容　優良自動車運転者表彰、白バイ展示、交野市
　チアリーディングクラブピクシーズ出演、おり
　ひめちゃんの登場、啓発品の配布等
□問 危機管理室 ☎892-0121
　交野警察署 ☎891-1234

交通
安全

自分に合った、無理なく、楽しくできるボランティ
ア活動を探してみませんか。
日時　9/19（木）13:00～15:00
場所　ボランティアセンター
対象　市内と周辺在住・在勤・在学者
見学　障がい者との交流、おもちゃ作り、子育て広場
費用　無料
申込・□問 ボランティアセンター ☎894-3737

ボランティアサロン福祉

日時　9/29（日）13:30～15:00
場所　市役所別館3階　中会議室
内容　講演「犬や猫を飼う時の決まりや健康管理
　について」、犬・猫の病気・健康管理の相談
講師　うんの獣医科病院院長　海野匡克さん
対象　犬・猫を飼っている人、これから飼うことを
　検討中の人
定員　30人(犬・猫の同伴不可)
申込・□問 9/2（月）から環境衛生課 ☎892-0121

犬・猫の飼い方教室くらし

うんのくにかつ

健康づくりのため、運動習慣を身につけましょう。
日時　10月～令和2年3月の水曜日10:00～12:00
休講日　10/23・30、12/25、1/1、3/25
場所　星田西体育施設
対象　16歳以上の女性
定員　40人(先着)　費用　8,400円(全21回)
講師　竹平富美子さん
持ち物　上履き、飲み物、タオル
申込・□問 9/11（水）10:00から参加費を添えて星田西
　体育施設 ☎893-7721

女性体操教室スポーツ

た け ひ ら ふ み こ

初心者OK。必要な技術を丁寧に指導します。
日程　10月～令和2年3月の日曜日
①年長～小学校低学年:13:00～15:00
②小学校低学年～高学年:15:00～17:00
休講日　10/20、11/17、12/22・29、1/5、2/16、
　3/22・29
場所　星田西体育施設　定員　各20人
費用　9,000円(全18回)
講師　江頭伸一さん、耳野裕樹さん
持ち物　体育館シューズ、飲み物、タオル
申込・□問 9/4（水）10:00から参加費を添えて星田西
　体育施設 ☎893-7721

フットサル教室スポーツ

えとうしんいち み み の ゆ う き

日時　10/20（日）14:00～16:00
場所　第1児童センター
対象　市内在住の小学生
①レスキューロボットを操作してみよう
　高学年対象。ロボットと操作パネルを作り、前後
　左右に動かしてみよう。
②パクパクワニさんをつくろう(低学年)
　低学年対象(保護者同伴)。モーターを使って口を
　パクパクさせながら走るワニさんを作ります。
定員　各12人(抽選)　費用　1人500円
申込・□問 9/11（水）までに電話・Eメールで青少年育
　成課 ☎892-7721　　ikusei@city.katano.osaka.jp

親と子の理科工作教室教育

高齢者の安全運転と
エコドライブ講座環境

日時　9/13（金）10:00～12:00
場所　市役所別館3階　中会議室
定員　30人(先着)　費用　無料
内容　安全運転とエコドライブを学び、交野警察
　から今年の秋の交通安全運動や重点事項の話を
　聞く
持ち物　筆記用具、あれば安全運転講習受講カード
申込・□問 9/2（月）から交野みどりネット事務局
　　　  ☎892-0121

空き家の所有者だけでなく、将来相続予定等、空き
家に関わる人全般を対象に、空き家の課題や対策
をお伝えします。
日時　10/5（土）10:00～11:30
場所　市役所別館3階　中会議室
個別相談会（要予約、定員5人）
時間　11:30以降、30分以内
申込・□問 9/24（火）〈必着〉までに電話・FAX・Eメール
　で都市計画課 ☎892-0121　□FAX　893-2636
　　tosi@city.katano.osaka.jp

空き家セミナー・個別相談会くらし
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その他施設（市内）

摂南大学生と一緒に実験し、楽しく学びましょう。
日時　10/26・11/30（土）14:00～16:00
場所　第四中学校
対象　市内在住の中学生
定員　25人　費用　500円
持ち物　筆記用具、上履き
申込・□問 9/30（月）までに青少年育成課
　　　  ☎892-7721

中学生理科セミナー教育

その他施設（市外）

創業に関するお悩みを、一緒に解決していきます。
日時　10/12・19（土）13:00～18:00
場所　北大阪商工会議所本所3階　301号室
講師　中小企業診断士　若松敏幸さん
費用　1,000円
申込・□問 9/2（月）から北大阪商工会議所本所
　　　  ☎843-5154

創業塾～ビジネスプラン作成セミナー～仕事

わかまつとしゆき

ひとり親家庭の
父母優先枠付離職者等再就職訓練仕事

①パソコン事務＋Web科
　11/1（金）～令和2年1/31（金）9:30～16:00
　場所　職業訓練のアップなんば校
②経理事務科
　11/1（金）～令和2年2/28（金）10:00～16:30
　場所　SBキャリアカレッジ梅田校
③パソコン事務＋Web科
　12/2（月）～令和2年2/28（金）10:00～16:30
　場所　SBキャリアカレッジ長堀橋校
定員　各30人(うち優先枠5人)
優先枠の対象 ハローワーク所長の受講あっせん
　を受けることができる人
※託児あり。対象・定員はお問い合わせください。
費用　テキスト代1万円
申込期間　①②9/20（金）まで
　　　　　③9/19（木）～10/18（金）
申込　居住地を管轄するハローワーク
□問 府人材育成課委託訓練グループ
　☎06-6210-9530

日時　9/12（木）13:30
場所　市役所別館3階　中会議室
対象　市内在住・在勤者
定員　60人　費用　無料
講師　兵庫県立大学教授　山端直人さん
申込　直接会場
□問 環境衛生課 ☎892-0121

イノシシ被害対策講演会くらし

やまばたなおと

おおさかふみんネット
聞く・見る・歩く  北河内パート20文化

府と北河内7市が協力し、各市域にある歴史・文化
を学んで、地域の良さを発見する講座です。

対象　原則、全3回参加可能な人　費用　無料
定員　160人(各市20人・その他20人。抽選)
申込　往復はがきの往信面に申込者(2人まで)の
　①住所②氏名③年齢④電話番号(携帯電話番号
　も)、返信面に代表者の①住所②氏名を記入し、
　9/24（火）〈必着〉までに
　〒576-0052　私部2-29-1　社会教育課文化財係
□問 社会教育課文化財係 ☎893-8111

日時　10/9（水）13:30～16:00
集合　四條畷市立歴史民俗資料館
講師　四條畷市生涯学習推進課文化財担当職員

①『弥生時代北河内の重要拠点』

日時　10/23（水）14:00～16:00
場所　門真市立公民館
講師　関西大学非常勤講師　内海寧子さん

②『江戸時代における北河内の名所』

日時　10/30（水）13:30～15:00
場所　交野市役所別館
講師　小林義孝さん

③『考古学からみた中世北河内の宗教世界』

う つ み や す こ

こばやしよしたか

同病院が持つ医学知識を広くみなさんに還元する
ことを目的に実施します。
日時　9/7（土）14:00～1600
場所　関西医科大学付属病院13階　講堂
テーマ　「認知症とその予防について」
定員　150人(先着)　費用　無料
申込　直接会場
□問 関西医科大学広報戦略室 ☎804-2126

関西医科大学附属病院市民公開講座健康
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お知らせ

工事着手前に申請が必要です。また、対象とならな
い場合もありますので、事前にご相談ください。
対象　次に該当する塀の撤去・改修
▷国・府・市が管理する道路に面するコンクリート
　ブロック塀・石垣・コンクリート塀・レンガ塀・土
　塀であること
▷撤去する塀の高さが60㌢以上であること
▷一部撤去の場合は撤去後の塀の高さを全て60㌢
　以下とすること
▷塀が道路に残ったり、水路等の公共施設に突出
　しないこと
▷改修により新たにブロック塀等を設置する場合
　は、その高さを全て60㌢以下とし、60㌢をこえ
　る場合は軽量なフェンスとすること
▷改修により生垣を設置する場合は、1㍍あたり2
　本以上連続して植えること
※高さはいずれも道路面からの高さです
補助額　①撤去：費用の80％(上限10万円)
　　　　②改修：費用の80％(上限20万円)
※②のみの補助を受けることはできません。いず
　れも1,000円未満の端数は切り捨てます。
□問 営繕課 ☎892-0121

ブロック塀等撤去・改修補助制度防災

マイナンバーカードを使って、全国のコンビニで
証明書が取得できます。
利用時間　6:30～23:00
※12/29～1/3、メンテナンス日を除く。
利用できる店　セブンイレブン、ローソン、ファミ
　リーマート、ミニストップ
取得できる証明　住民票の写し、印鑑登録証明書、
　戸籍全部(個人)事項証明書と戸籍の附票の写し
　(住民登録及び本籍が交野市の人のみ)、最新年度
　の本人の課税証明書(住民登録が交野市にあり、
　交野市で課税されている人のみ)
利用に必要なもの　マイナンバーカードと利用者
　証明用電子証明書の4桁の暗証番号
※住民基本台帳カードやマイナンバーの通知カー
　ドは利用できません。
□問 市民課 ☎892-0121

コンビニ交付サービス申請

マイナンバーカード
土曜日受付・交付申請

マイナンバーカードの交付通知書を持ち、平日来
庁できない人は、手続にお越しください。
また、申請時来庁方式による受付も行っています
ので、必要な持ち物を確認の上、ご利用ください。
日時　9/28（土）9:00～12:00
場所　市役所本館1階　市民課
※必ず本人がお越しください。
※混雑時は、お待ちいただくことがあります。
※申請時来庁方式については、ホームページまた
　は市民課までお問い合わせください。
□問 市民課 ☎892-0121

制度・業務

対象　次のいずれかに該当する人
①身体障がい者手帳1・2級を持っている
②療育手帳Aを持っている
③療育手帳B1と身体障がい者手帳3～6級を持っ
　ている
④精神障がい者保健福祉手帳1級を持っている
⑤難病等の受給者証を持っており、障がい年金(ま
　たは特別児童扶養手当)1級に該当する
※所得制限があります。助成開始は申請月から。
申込・□問 障がい福祉課 ☎893-6400

重度障がい者医療助成福祉

公用車・備品などを貸し出しています。貸出時間や
申し込み方法等はお問い合わせください。
対象　市内で公益性・公共性の高い活動を行う地
　域コミュニティー団体・市民活動団体
対象活動　地域清掃、まちづくり活動、市の活性化
　につながる活動など
貸出公用車　ダイハツ・ハイゼット（AT軽トラック）
貸出備品　プロジェクター、スクリーン、発電機、
　ワイヤレスアンプ、ラミネーター、草刈り機など
□問 地域振興課 ☎892-0121

モノシェアリング制度市民
活動
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お知らせ

9/21（土）～30（月）に行われます。
全国重点
▷子どもと高齢者の安全な通行の確保
▷高齢運転者の交通事故防止
▷夕暮れ時と夜間の歩行者・自転車乗用中の交通
事故防止
▷全ての座席のシートベルトとチャイルドシート
　の正しい着用の徹底
▷飲酒運転の根絶
大阪重点
▷二輪車の交通事故防止
□問 危機管理室☎892-0121
　交野警察署☎891-1234

秋の全国交通安全運動交通
安全

※星田会館前は、11/21（木）が最終巡回となります。
□問 倉治図書館 ☎891-1825　青年の家図書室 ☎893-4881

自動車文庫ブンブン号の巡回日程図書

ゆうゆうセンター前
私市山手ちびっこ広場前
星田西体育施設前
郡津駅前（松塚公園）
磐船駅北1号公園
藤が尾
星田会館前（※）
妙見坂（松下中央児童公園）
南星台公園
妙見東（中公園北）
星田山手自治会館
星田山手1丁目

13:15 -13:45
14:15 -15:00
15:30 -16:30
13:45 -14:30
14:45 -15:30
15:45 -16:30
14:00 -14:30
14:45 -15:15
15:30 -16:30
13:30 -14:00
14:30 -15:15
15:30 -16:30

ステーション名 時間 曜日 9月 10月 11月 12月

11
25

9
23

6
20

4
18

4
18

2
16
30

13
27 11

12
26

10
24

7
21

5
19

5
19

3
17
31

14
28 12

水

木

募集

竹の伐採など、里山整備活動を一緒にしませんか。
日時　9/18（水）、22（日）9:30～12:00(雨天中止)
※1日だけの参加可。
場所　奄山ふれあいの森(星田9丁目)
対象　小学4年生以上(小学生は保護者同伴)
定員　10人　費用　無料
持ち物　飲み物、タオル、帽子
服装　長袖・長ズボン、作業できる靴
※必要な道具は貸与します。
申込・□問 9/2（月）から交野みどりネット事務局
　　　  ☎892-0121

里山ボランティア募集環境

第9回環境事業所
フリーマーケット出店者募集環境

日時　10/26（土）10:00～15:00(小雨決行)
場所　いきいきランド交野　北駐車場
対象　市内在住者　定数　約45ブース(抽選)
出店料　無料
区画の大きさ
▷車両による出店:2.4㍍×6.7㍍
▷手持ち出店:2.4㍍×2.8㍍
申込　9/2（月）～20（金）9:00～16:30に環境事業所
　まで来所
□問 環境事業課 ☎892-2471

税・保険・年金

固定資産税・都市計画税第3期分の納期限は9/30（月）
です。期限までにお納めください。
□問 税務室 ☎892-0121

市税の納期限税
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この訓練は、府から府内全域に、市から市内全域に
エリアメール・緊急速報メールを発信します。
日時　9/5（木）府＝11:03頃(大津波警報発表)
　　　　　　市＝11:15頃(火災拡大通報)
※訓練当日は電話が繋がりにくくなることがあり
　ます。また、マナーモードでも着信音が鳴ります
　ので、映画館等では電源を切ってください。
※対応機種については、各種携帯電話会社にお問
　い合わせください。
http://www.pref.osaka.lg.jp/shobobosai/trainig_top/

□問 府民お問合せセンター ☎06-6910-8001

大阪880万人訓練防災令和2年度使用
市立小・中学校教科用図書教育

令和2年度使用市立小・中学校教科用図書が決まり
ました。詳しくは、指導課ホームページまたはお問
い合わせください。
□問 指導課・教育センター ☎892-8627

この宝くじの収益金は、市町村の明るく住みよい
まちづくりに使われます。当せん金は1等・前後賞
合わせて5億円です。
販売期間　9/24（火）～10/18（金）
※ハロウィンジャンボミニも同時発売。
□問 (公財)大阪府市町村振興協会
　☎06-6941-7441

ハロウィンジャンボ宝くじお知
らせ

この調査は、家計における消費や所得、負債等の実
態を把握し、世帯の所得分布や消費の水準等を明
らかにする、統計法に基づく基幹統計調査です。
対象者には調査員証を身に着けた調査員が訪問
し、調査票等を配布します。
調査時期　9月～12月(8月から調査員が周知・事
　前準備のために回っています)
対象　国が無作為抽出した一部世帯
※地域により調査内容・時期が異なります。
□問 総務課 ☎892-0121

全国家計構造調査調査

アイヌの方々のための
相談専用フリーダイヤル人権

日常生活での困りごと、嫌がらせ、差別、プライバ
シー侵害などの相談をお受けします。相談無料。匿
名可。秘密は厳守されます。
日時　月～金曜日9:00～17:00(祝日、12/29～
　1/3を除く)
電話番号　0120-771-208
□問 (公財)人権教育啓発推進センター
　http://www.jinken.or.jp/

ヘルプマークは、外見から分からなくても、援助や
配慮を必要とする人が周囲へ知らせるマークで
す。このマークを見かけたときは、座席を譲る等の
思いやりのある行動をお願いします。
ヘルプマーク・ヘルプカードの配布
ヘルプマークは、かばんなどに着けて使用する
マークです。ヘルプカードは、緊急時に支援を求め
やすくするため、支援が必要な事がらを、あらかじ
め記入しておくカードです。
対象　義足・人工関節や内部障がい、妊娠初期等、
　周囲の援助や配慮を必要とする人
場所　ゆうゆうセンター1階　障がい福祉課
□問 障がい福祉課 ☎893-6400

ヘルプマークを知っていますか福祉

大阪で最も被害の多い犯罪は自転車の盗難です
(平成30年中で26,990件)。自転車盗難の約半数は
鍵をかけないで被害に遭っています。
大切な財産を守るため、自転車から離れるときは
必ず鍵をかけましょう。また、防犯登録は、盗難時
の早期発見に役立ちます。
防犯登録に関する問い合わせ
　大阪府自転車商防犯協力会 ☎06-6629-0750
□問 危機管理室 ☎892-0121

自転車を盗難から守りましょう防犯
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お知らせ

△
12/12（木）・16（月）・19（木）△

1/16（木）・24（金）
※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
　受診可能です。
※対象・費用等は、「わが家の健康管理」参照。
申込・□問 9/2（月）～10/31（木）に健康増進課
　　　  ☎893-6405

12・1月分センター健(検)診健康 健 康
ポイント

日程　10/23（水）・28（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 9/2（月）から健康増進課  ☎893-6405

10月分センター健(検)診追加募集健康

肝炎検査(無料、予約制)
日時　第2火曜日9:30～10:30
HIV・梅毒即日検査
(無料・結果は即日、要確認検査の場合は1週間後。
希望者には梅毒即日検査も実施)
日時　第1・3月曜日9:30～10:30
骨髄ドナー登録(無料･予約制)
日時　第1・3月曜日9:30
こころの健康相談(予約制)
統合失調症、うつ病、依存症(アルコール、薬物、ギャ
ンブル等)などの精神的な病気、ひきこもりなど
結核相談(予約制)
日時　随時
指定難病・小児慢性特定疾病等の相談(予約制)
日時　随時
飲料水(井戸水)等の検査(有料)
日時　毎週火曜日(一部予約制)9:30～11:30
検便等(有料)
日時　毎週火曜日9:30～11:30
内容　ぎょう虫卵(予約制)、腸内細菌
医療機関等に関する相談
日時 毎週月～金曜日(祝日を除く)9:15～12:15、
　13:00～16:00
□問 四條畷保健所 ☎878-1021
※犬、猫の相談は、「大阪府動物愛護管理センター
　四條畷支所」 ☎862-2170

保健所だより健康

いじめ、不登校、児童虐待等、子どもの人権問題を
ご相談ください。相談無料。秘密は厳守します。
日時　8/29（木）～9/4（水）8:30～19:00
※8/31（土）・9/1（日）は10:00～17:00。
相談電話番号　0120-007-110
インターネット相談窓口　http://www.jinken.go.jp/

相談員　人権擁護委員、法務局職員
□問 大阪法務局人権擁護部 ☎06-6942-9496

子どもの人権110番強化週間人権
お近くで特定健診を受けるチャンスです。
日時　11/13（水）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。11/6（水）時点で申込が30人
　以下の場合は中止)　費用　500円
申込・□問 9/2（月）から医療保険課 ☎892-0121

私部会館で特定健診健康
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　「ロコモ」とは、ロコモティブシンドローム
（運動器症候群）の通称です。骨や関節、筋肉
等運動器の衰えが原因で「立つ」「歩く」と
いった機能が低下している状態のことをい
います。
　近年、エレベーターや車など、移動が便利
になる一方、足腰を使う機会が少なくなって
います。ロコモの予防には、若いうちから適度
な運動とバランスの取れた食事が大切です。
　「まだ若いから」「自分は健康だから」と油
断せず、まずはエレベーターを使わず階段を
使う、最寄り駅の1駅前で降りて歩くなど、
日常から身体を動かしましょう。
□問 健康増進課 ☎893-6405

ロコモを予防しよう

健康コラム

7/21（日）に行われた選挙の市における結果は次の
とおりです。

※得票数は小数点以下のあん分票を切り捨てて表
　記しています。
□問 選挙管理委員会事務局 ☎892-0121

第25回参議院議員通常選挙　交野市の結果選挙

浜田　たけし
太田　房江
東　とおる
あだち　みきよ
かめいし　倫子
にしゃんた
杉　ひさたけ
梅村　みずほ
尾﨑　全紀
数森　けいご
たつみ　コータロー
佐々木　一郎

安楽死制度を考える会
自由民主党
日本維新の会
オリーブの木
立憲民主党
国民民主党
公明党
日本維新の会
NHKから国民を守る党
幸福実現党
日本共産党
労働の解放をめざす労働者党

126票
5,971票
5,904票
84票

3,776票
1,701票
6,118票
6,894票
369票
106票
3,792票
67票

候補者氏名 党派 得票数

日本共産党
自由民主党
オリーブの木
社会民主党
公明党
国民民主党
日本維新の会
幸福実現党
立憲民主党
労働の解放をめざす労働者党
NHKから国民を守る党
安楽死制度を考える会
れいわ新選組

3,318票
7,341票
80票
287票
5,591票
1,738票
11,269票

95票
3,262票
38票
425票
124票
1,071票

政党等の名称 得票数

当日有権者数
投票者数
投票率
有効投票数

64,978人
35,497人
54.63%
34,908票

投票状況

当日有権者数
投票者数
投票率
有効投票数

64,978人
35,496人
54.63%
34,642票

投票状況

大阪府選出議員選挙

比例代表選出議員選挙

5/10に、昭和47年4/2～54年4/1生まれの男性に
クーポンを送付しています。このクーポンで全国
の医療機関や健診等の実施医療機関で抗体検査が
受けられます。また、検査の結果、抗体価が十分で
ない人は、予防接種を無料で受けられます。
今年度のクーポン送付対象でない人も、対象者で
希望する人にはクーポンを送りますので、受検前
にお問い合わせください。
対象　昭和37年4/2～54年4/1生まれの男性
□問 健康増進課 ☎893-6405

成人男性の風しん抗体検査・予防接種健康
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信子 育 て 通

先着12組。
〈要申込〉9/20（金）9：30～

水曜日のみ1歳6か月まで。

持ち物：小さめの紙袋

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

9/26（木）10：30～イベント

9/28（土）11：00～12：00ひろば見学とおしゃべ
り会

赤ちゃんの日の
親子ヨガ 9/13（金）10：30～11：30

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 9/18・25（水）10:00～12:00
おおむね2歳以上。先着20組。持ち物:上履き、タオル、飲み物等いきいき親子体操 9/17（火）13:00～13:40

お部屋の開放

子育て講座「食事と
生活リズム」

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

準備してる？防災グッズ
手作り防災グッズ
親子ふれあい遊びと防災のおはなし

初めてお産をするプレママ＆プレパパ対象

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。
9/5（木）10：30～
9/11（水）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か月～9か月10/2（水）10：00～11：00

9/9（月）10:30～11:00たまて箱
「お店屋さんごっこ」

発達について9/12（木）10:30～11:30育児相談会

6～12か月。先着10組。きょうだいの入室はできません。
〈要申込〉9/2（月）9:30～9/24（火）10：30～11：30赤ちゃんと一緒に骨

盤ケア

9月のイベント 9/4（水）14:00～

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〉9/2（月）9:30～

9/18（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。

図書館司書による絵本の紹介と読み聞かせ会
受付10：00～ミニ運動会 9/25（水）11:00～

1歳以上2歳未満。先着10組。きょうだいの保育はありませ
ん。〈要申込〉9/10（火）9:00～
先着10組。きょうだいの保育はありません。
〈要申込〉9/11（水）9:00～

10か月～1歳3か月10/3（木）10：00～11：00
1歳4か月～1歳11か月10/4（金）10：00～10：45
2歳～10/8（火）10：00～10：45

●わかばこども園　☎891-1824
子育てママのための
ボディワーク 9/7（土）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。

9/24（火）10：00～11：00

9/26（木）10：00～11：00

親子教室「お月見製
作を楽しもう！」

開催日現在1歳未満。先着10組。きょうだいの入室はご遠慮
ください。〈要申込〉9/3（火）9:00～

体の使い方とメンテナンス。子育て中の母、腰痛・肩こり等
に悩む人対象。定員10～15人。

●交野市子育てネットワーク「ティンクル」（子育て支援課）　☎893-6406
みんなあつまれ！
親子運動会

9/11（水）10:00～12:00
いきいきランド交野サブアリーナ

子育てサークルの合同運動会。サークル以外の人も参加できま
す。持ち物:水筒、タオル、靴袋（親子ともはだしでの参加です）
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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〉毎週月・火・木・金曜日14:00～
15:00、毎週水曜日13:00～14:00

〈ひよこクラス〉9/3（火）10:00～11:30

〈園庭〉9/10（火）9:30～11:00
〈室内〉9/12（木）9:30～11:00
〈園庭〉9/10（火）9:30～11:00
〈室内〉9/19（木）9:30～11:00
〈園庭〉9/10（火）9:30～11:00
〈室内〉9/13（金）9:30～11:00

園庭開放は雨天中止。
保育ではありません。駐車場はありません。

26年4月2日～29年4月1日生まれ。先着20組。
〈要申込〉9/9（月）10：30～☎894-2697

祝日は休みです。駐車場はありません。

講座「賢いおもちゃの与え方」、保育見学、シャボン
玉、サーキット遊びなど

ひかりの子幼稚園
☎891-9000

〈園庭・室内〉
9/4・18（水）10:50～11:40

27年4月2日～29年4月1日生まれ。登録時に傷害
保険料1,000円がかかります。

開智幼稚園
☎892-3488

くらやま幼児園
☎892-8433

〈室内大運動会〉
9/18（水）10:15～11:45

ほしだ幼稚園
☎891-3856

●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

10/1（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 9/17（火）12：50～14：00受付 2018年2月生まれ
2歳6か月児歯科健診 9/24（火）12：50～14：15受付 2017年3～4月生まれ
3歳6か月児健診 9/11（水）12：50～14：00受付 2016年2月生まれ

10/1（火）12：50～14：00受付 2019年5月11日～6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。

10/2（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〉9/5（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

①赤ちゃんを知ろう
10/2（水）9：20～12：00
②妊娠中も健康に！
10/10（木）9：20～12：00
③家族で赤ちゃんを迎え
よう！
10/26（土）9：20～12：00
2階 体験学習室

①赤ちゃん人形を使っての実習、産前・産後の体の変化、ケアに
ついて、赤ちゃんとママが知って得する情報
②知って得するにんぷごはんのススメ、お口の健康教室、赤ちゃ
んとのふれあい
③パパも一緒に沐浴・妊婦体験（祖父母もご参加ください）
持ち物：母子健康手帳、筆記用具、パパママ学級テキスト（ない人
は200円で販売）、②はみそ汁（100cc程度）と新しい歯ブラシ代
100円　①②は自由参加〈③は要申込〉9/5（木）から先着順

パパママ☆マタ
ニティー教室

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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いきいきランド交野から、自転車でまずは神宮寺のぶ
どう園へ。おいしいぶどうを堪能した後は、源氏の滝
へ行き、冷たい川の水でクールダウンしたり、竹で
作った水鉄砲で遊んだりと、盛りだくさんの１日でし
た。

ぶどう狩りと源氏の滝を満喫
交野みどりネット主催　自転車散歩

関西創価高校2年生の勝川大樹さんが、核兵器廃
絶署名をスイスの国連欧州本部に届ける「高校
生平和大使」に選ばれました。
高校生平和大使は、1998年から毎年国連を訪問
し、核兵器廃絶と平和な世界の実現を訴える活
動をしています。

machiphoto

関西創価高2年生が
核廃絶署名を届ける大使に
第22代高校生平和大使

小さいけれど、針と糸で製本する本格的なノー
トづくりに挑戦していました。慣れない作業に
苦戦するところもありましたが、完成したノー
トを見て、子どもたちは満足そうでした。

オンリーワンの手作りノート
こども図書室 夏のお楽しみ会

7
25

7
21

かつかわだいき

ポ タ リ ン グ



夜を彩る光のアート
天の川七夕まつり

7
28

31

台風の影響で1日延期となりましたが、それ
でも会場は大盛り上がり。たくさんの模擬
店は多くの人たちでにぎわい。夜になると
灯篭やキャンドルの暖かい光が会場を包ん
でいました。

素晴らしい歌声を披露してくれた

戸田桃香さん
と だ も も か

新しく観光大使に決まった

戸田夏未さん
と だ な つ み
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はら

しもま     あやえ

こでまり

ぼくたちはみんな旅をする

かいけつゾロリうちゅう大さくせん

ぼくらののら犬砦

手紙

もっとざんねんないきもの事典

まほうの絵本屋さん　ようこそ海へ

ローラ・ノウルズ　講談社

原 ゆたか　ポプラ社

宗田 理　ポプラ社

福田 隆浩　講談社

下間 文恵 ほか　高橋書店

小手鞠 るい　出版ワークス

児
童
書

希望の糸

天使も怪物も眠る夜

身も心もゆるめるおうち整体

世界のおつまみレシピ

絶景神社

ナチュラルおそうじ大全

東野 圭吾　講談社

吉田 篤弘　中央公論新社

片山 洋次郎　PHPエディターズ・グループ

本山 尚義　主婦と生活社

PHP研究所

本橋 ひろえ　主婦の友社

一
般
書

ひがしの   けいご

よしだ   あつひろ

かたやま    ようじろう

もとやま  なおよし

もとはし

●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

きゅうきゅうばこ 新版
っしょに読んで  科学・知識の絵本

　9月9日は救急の日です。今月は救急の日にちなんだ絵本を紹介します。
　『きゅうきゅうばこ』は1987年に雑誌として出版されてから、30年以上も読み継がれて
きたロングセラー絵本です。時が経つにつれ、けがの処置法が大きく変わってきたため、
2017年に一部内容が改定され新版となりました。「けがのてあてのおべんきょう」とあるよ
うに、やけどをした時や鼻血が出た時、耳に虫が入った時などに、どう処置をすればよいの
かということが、小児科医である山田真さんの簡潔な文章と柳生弦一郎さんのインパクト
のあるイラストで、わかりやすく説明されています。巻末には補足として大人が読むページ
があります。いざという時に知っていたら役立つ絵本です。

い

BOOK COOK&

❶ ロースハム、春雨、きゅうり、にんじんをゆがいて水を切り、冷やす。
❷ 春雨は、食べやすい長さに切る。
❸ 調味料をすべてよく混ぜ合わせ、ドレッシングを作る。
❹１・２・３をよく和えたら、できあがり。

ロースハム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
緑豆春雨・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
きゅうり・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
にんじん・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
淡口醤油・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
塩・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
砂糖・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
酢・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ごま油・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

80㌘
48㌘
40㌘
40㌘

小さじ2
少々

小さじ1
大さじ1/2
大さじ1/2

お家で作ろう学校給食メニュー

春雨サラダ

今月のおすすめ本
BOOK

COOK

材料（４人分）

1. ロースハムは半分に切り、1㌢幅に切る。
2. きゅうりはスライス、にんじんは千切りにする。

準　備

作
り
方

ここで紹介する本は、図書館（室）に新しく入った本の一部です。この他にも多数あり
ます。読みたい本が見つからない時は、係員にお尋ねください。予約・リクエストも受
け付けています。

やまだ まこと／ぶん　やぎゅう げんいちろう／え　福音館書店

そうだ   おさむ

ふくだ    たかひろ
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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

こないだ使ってた粗大ごみの処理券どこで買ったの？

あそこ夜は閉まるわよね。旦那に仕事帰りに買ってきて
もらいたいから、夜も開いてると助かるんだけど・・・

どこで売ってるか分からないから環境事業所まで行ったわ。

■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。9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 4日 11日 18日 25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

粗大ごみ処理券の販売は、環境事業所以外に夜も営業しているコ
ンビニやスーパー等の商業施設でも販売しています。
右のステッカー・のぼりがある店舗等が目印です。市ホームペー
ジにも一覧を掲載していますのでご確認ください。
https://www.city.katano.osaka.jp/docs/2017041000041/

「交野市証紙（粗大ごみ処理券）取扱所一覧」
※取扱店は変わることがありますので、購入前にご確認ください。
販売価格　300円（1種類のみ）
注意点　①使用期限はありません。②処理券の払い戻し・交換は
できません。③処理券が不足している場合は収集時に収集員から
購入することもできます。
※処理券についての不明点は販売店舗等ではなく環境事業課ま
　でお問い合わせください。

大丈夫！夜でも買える所はありますよ。
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　インド原産の発達した根
茎をもつ多年草。熱帯アジ
アで 広く栽培されていま
す。根茎を粉末にしたもの
は黄色く、カレー粉の香辛
料（ターメリック）として有
名であるほか、たくあん漬
けやバターの色づけにも用
いられます。

きさいち植物園に行こう！
そうだ、

〒576-0004　私市2000
☎891-2059　   891-2101
　b-garden@sci.osaka-cu.ac.jp    

：9：30～16：30（入園は16：00まで）
：毎週月曜日（休日の場合は開園）
：大人350円（中学生以下は無料）
  団体（30人以上） 280円

ご利用案内

★詳細は、ホームページでもご覧いただけます。

★65歳以上の市民は、登録いただくことで入園料が無料になります。（植物園メイト）

大阪市立大学理学部附属植物園
愛称：きさいち植物園

ウコン
　ブラジル、アルゼンチン、
チリなどの草原に生える多
年草。和名はシロガネヨシ
といい、花穂はドライフラ
ワーに利用されます。葉は
細長くて鋭い細かな歯があ
り、不用意に触るとけがを
します。属名のコルタデリ
ア（切断する）は葉のふちの
形状にちなんでいます。

パンパスグラス

　温帯スイレンには夜咲き
種はありませんが、熱帯スイ
レンには昼咲き種と夜咲き
種があります。昼咲き種の花
色は、紅、黄、桃、白、青、紫色
がありますが、夜咲き種には
黄色と紫色はありません。

熱帯スイレン
　ハギ、クズ、フジバカマ、
オミナエシ、オバナ（スス
キ）、ナデシコ、キキョウを
いいます。そのうちのキ
キョウやフジバカマは、今
日、絶滅危惧種や準絶滅危
惧種として環境省レッドリ
ストに掲載されています。

秋の七草

Web：http：//www.sci.osaka-cu.ac.jp/biol/botan/

こぼれ話

■ 開園時間
■休 園 日
■ 入 園 料

：普通車500円/マイクロ1,000円/バス2,000円
：京阪電車交野線「私市駅」下車徒歩約６分
 JR学研都市線「河内磐船駅」下車徒歩約20分

■駐 車 料
■アクセス

　昨年9/4の台風21号により、植物園では300本を超える倒木被害や施設
損壊等、甚大な被害を受けました。
　以後、復旧作業に取り組み、今年8月現在で園内通路の確保はほぼ終了し
ましたが、公開できるエリアは台風前の約3分の2にとどまっています。ま
た、復旧作業で出る枝葉や幹の廃棄物は園内で自然分解できる量をはるか
に超え、今後の検討課題となっています。
　一方、新しい芽吹きなど、植物は自ら再生を始め、その生命力には驚かさ
れます。森林が再生する様子をご覧ください。

□FAX

9月6日(金)・7日(土) 夜間特別開園「夜咲き熱帯スイレンの観察会」
9月7日(土) 熱帯植物観察会　

イ
ベ
ン
ト
情
報

詳細は当園ホームページ
（https://www.sci.osaka-
  cu.ac.jp/biol/botan/）を
ご覧ください。

復旧後の通路

被害直後の通路

※気象状況により開花時期が前後しますので、植物園にお尋ねください。

写真は「キキョウ」
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料金受取人払郵便

差出有効期限
令和2年6月
30日まで
（切手不要）

交野局
承　認

28

5 7 6 8 7 9 0

交
野
市
私
部
1
丁
目
1
番
1
号

交
野
市 

企
画
財
政
部

　
　
　
　
　
　
　
秘
書
広
報
課
行

や
ま
お
り

の
り
し
ろ

アンケートの送り方

のりしろ

①アンケートを切り取ります（破線部）。
②アンケートに必要事項を記入します。
③「のりしろ」部分にのりをつけ、
　折って貼り付けてください。
　（宛先が外になるように折ってください）
④切手を貼らずにポストへ投函してください。

のりしろ

アンケートにご協力をお願いします
　「広報かたの」について、みなさんのご感想・ご意見を聞かせてください。
質問は次ページにあります。下の封書に内容を書いて切り取り、
ポストへ投函してください。
　過去の広報紙は、ホームページやスマホアプリ「マチイロ」でも
見ることができます。

ホームページ
https://www.city.katano.osaka.jp/docs/
2011102400146/

マチイロ
http://machiiro.town/lp/osaka_katano
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次のことについての回答をお願いします。
回答は下のアンケート回答欄に記入して切り取り、

ポストへ投函してください。
送り方の詳細は前ページを参照ください。

□男性　□女性 （年齢：　　　歳）

あなたの性別・年齢を教えてください。Q1

□市政　□観光　□まちづくり　□防災・防犯
□福祉　□健康　□子育て　□教育
□文化・スポーツ 　□環境　□各種団体や人の紹介
□その他　（　　　　　　　　　　　　）

今後、どのような情報を充実してほしい
ですか。（複数回答可）Q5

□まちフォト　□今月のおすすめ本
□お家で作ろう学校給食メニュー
□ごみ捨てが変わる読んでもらう前と後
□歴史×地質　□そうだ、きさいち植物園に行こう！
□Instagram #タノシカタノシ写真紹介
□塗り絵おりひめちゃん
□おいしいセイタカヨシに出会えるお店たち

特集やお知らせ以外のコーナーでどの
コーナーを好んで読みますか。（複数回答可）Q6

広報かたのについて、ご意見・ご感想・
ご提案などをご自由にお書きください。Q7

□読み終わったら捨てる
□次の号が届くまで保管する
□つづって長期保管する

あなたは広報紙をどのように管理していますか。Q2

□すごく見やすくなった □やや見やすくなった
□変わらない □やや見づらくなった
□すごく見づらくなった

2019年4月号からデザインをリニューアルし、
文章を横書きが主となるよう変更しました。
このことについてどう思いますか。Q3

リニューアル後のデザインや読みやすさ等に
ついて、ご意見・ご感想を教えてください。Q4

アンケート回答欄
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　交野を南北に真っすぐ流れる天野川。広報7月号
ではそう紹介しましたが、大阪市立大学理学部附
属植物園付近から生駒市との市境までの間は、
打って変わって大きく蛇行する川になっていま
す。今回は「蛇行する天野川」についての歴史×地
質を紹介します。
　植物園付近から市境間の天野川は、山の間の深
い谷地形の底を流れています。このような深い谷
の中を蛇行状の川が流れる状態のことを地形用語
で「穿入蛇行」と言います。穿入蛇行は、山ができる
等の隆起する地盤の上に川が流れている場合、そ
の川は隆起する地盤を削って流れながら、次第に
強く曲がりくねるようになる作用により作られま
す。このことから、元々はこの地域の天野川も、
真っすぐまたは緩やかな曲線の川であったもの
が、交野の山が作られる隆起に伴い、次第に自ら
削って作った深い谷を蛇行する川になっていった

ものと考えられます。
　穿入蛇行により作られた地形は、その景観から
観光名所になることが多くあります。有名なとこ
ろでは静岡県の大井川や高知県の四万十川などで
す。天野川のこの地形も「磐船峡」と呼ばれ、貴重な
名勝として府の指定文化財になっています。
　現在は川の横に沿って国道168号が整備され、か
つての景観を見ることが難しくなっていますが、
「鮎返しの滝」付近には多くの巨石が転がり、峡谷
の雰囲気が残っています。旧道が損なわれていて
滝に近づけません。最近新たに眺望スポットが整
備されて、見学しやすくなっています。
　真っすぐな部分により天の川伝説の文化が作ら
れ、さらに蛇行する部分により文化財にも指定さ
れる名勝が作られたのです。１本の川でも地質によ
りさまざまな文化が生まれることが分かります。

□問 社会教育課文化財係 ☎893-8111

▲ 眺望スポット▲ 磐船峡（眺望スポットから見た鮎返しの滝）

シレ
歴 史 × 地 質

せんにゅうだこう

いわふねきょう

天野川

大阪市立
大学理学部
付属植物園

私市駅

交野市立いわふね
自然の森スポーツ・文化センター

府民の森
ほしだ園地 眺望スポット

磐船神社

168
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交野市長杯
ソフトテニス大会

大会結果

7/7（日）私部公園テニスコート
で16ペアが参加し行われまし
た。
1位　山本恵、朝倉良俊
2位　湊和義、谷多美子

やまもとめぐみ

みなとかずよし

あさくらよしとし

た に た み こ

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。

11月号の締め切りは9/30（月）

木彫り同好会会員募集
メダカの会です。木彫りを楽しん
でいます。毎月第1・3火曜18:30～
20:30。青年の家。入会1,000円。
半年3,000円。
□問 若松 ☎892-5621

わかまつ

童謡を歌って元気アップしよう
楽譜が読めなくても大丈夫。みん
なで楽しく。毎月第4月曜13:00～
14:30。いきいきランド交野。月
1,000円。
□問 小澤 ☎090-7103-4793

おざわ

バレトンサークル会員募集
はだしで行う有酸素運動。一緒に
楽しみましょう。毎週金曜10:00～
11:00。星の里いわふね。市内在住・
在勤の16歳以上対象。月2,400円。
体験500円。
□問 倉持 ☎090-4283-9505

くらもち

攝友会交南分会同好会会員募集
健康的で豊かなスローライフ。吟
を楽しむ。毎月第1～3火曜13:00
～16:00。青年の家。入会1,000円。
月1,000円。
□問 中村 ☎090-1716-6855

なかむら

ドレミふぁ！リトミック
リズム遊び、お絵かき、絵本…親子
で笑顔に。毎月第2・4火曜10:00
～10:50。ゆうゆうセンター。1歳
半～3歳の子どもと保護者対象。月
1,000円。
□問 角田 ☎090-5127-6952

すみだ

笑いヨガ　ヒフミチャン
笑っていると気持ちがふっと軽く
なる。9/5・19（木）13:30～15:00。
交野会館(郡津駅前)。各500円。
□問 岡田 ☎080-2411-6105

おかだ

デジカメ同好会写真展
自由課題で多彩な個性ある写真を
展示します。9/10（火）～15（日）9:00
～17:00(最終日は16:00まで)。青
年の家ロビー。無料。
□問 小嶋 ☎892-1607

こじま

心の病を抱えた家族の方々集合
心の病で悩んでいる家族の方々、
参加を。9/11（水）13:30～16:00。
ゆうゆうセンター。精神障がい者
の家族対象。無料。
□問 雲川 ☎891-0884

くもかわ

かいがけの道から傍示の笑い地蔵
参加自由。古文化同好会の歴史ウ
オーク。9/14（土）9:00～14:00。い
きいきランド交野。案内は平田政信
氏。200円(資料代)。弁当持参。
□問 村田 ☎892-2326

むらた

ひらたまさのぶ

かたの写真同好会9月例会
例会見学大歓迎。お気軽にお越し
ください。9/15（日）9:30～12:00。
青年の家。無料。
□問 松本 ☎891-2988

まつもと

竹de楽器づくりしませんか！
竹と小石を使って楽器づくり。
9/15（日）10:00～12:00。ゆうゆ
うセンター。子どもだけ、親子参
加可。先着10組。レインスティッ
ク1個、小500円・大700円。
□問 勝谷 　info@orihime-univ.com

かつたに

交野フィル第21回定期演奏会
チケット等は当団HP参照。9/15（日）
14:00～。大東市立文化ホール。
(サーティホール)前売800円。当日
1,000円。高校生以下無料。
□問 木下 ☎891-7264

きのした

第2回いきいき子育て
家計の工夫、モヤモヤありません
か。要予約。9/17（火）10 :00～
12:00。青年の家武道館。200円。
□問 岩井 ☎090-8056-9084

いわい

あしたへ!
発達障がい等気になる人、お話し
しませんか。9/19（木）10:00～
12:00。いきいきランド交野。発達
障がい児等の家族対象。100円。
□問 中野 ☎891-9040

なかの

交野市消費生活展
身近でおこるさまざまな事例をパ
ネルで展示。9/19（木）～21（土）10:00
～16:00。青年の家ロビー。無料。
□問 代永 ☎892-8568

よなが

消費税アップ！騙されない対策講座
正しい情報と朗読劇で詐欺事例を
紹介します。9/19（木）13:00～
14:00。ゆうゆうセンター。視覚障
がい者対象。無料。
□問 視覚障害者福祉会の林
　 ☎894-1222

はやし

ありがとう笑いヨガ
笑いとヨガの呼吸で健康体操。
元気アップ。9/22（日）13:30～
15:00。ゆうゆうセンター。500円。
□問 藤谷 ☎090-3038-5085

ふじたに

交野女声ひびき　コンサート
とけあうひびきをあなたにお届
けします。9/23（祝）13:30開場、
14:00開演。大東市立文化ホール
(サーティホール)。無料。
□問 川中 ☎090-7551-5312

かわなか

星のパレット第17回水彩画展
透明水彩のさわやかな世界を堪能
ください。9/24（火）～29（日）10:00
～16:30。青年の家。無料。
□問 大　 ☎894-1902

おおにし
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はなきんくらぶ
カラオケ・囲碁・将棋など。(社福)豊
年福祉会。9/27（金）14 : 0 0～
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

醍醐・山科散策
そよ風にあたりながら山科川歩
き。一般向12㌔。9/28（土）8:25。交
野市駅。1,500円(保険含む)。
□問 鶴園 ☎891-6002

つるぞの

見て観て歩こう会（秋の草花）
くろんど園地秋の草花観察。無料。
雨天中止。9/28（土）9:30。私市駅。
無料。
□問 交野自然の杜クラブの富永
　 ☎090-2359-5091

とみなが

京都彩発見・京都千年・水物語
参加自由。古文化同好会の勉強会。
9/28（土）10:00～12:00。青年の家
学びの館。講師は吉岡一秋氏。200
円(資料代)。
□問 村田 ☎892-2326

むらた

よしおかかずあき

第36回歌唱発表会
自由に聞きに来てください。9/29（日）
10:00～。ゆうゆうセンター。無料。
□問 髙橋 ☎891-1281

たかはし

jica協力隊体験談
海外ボランティアのリアル@スリ
ランカ。9/29（日）14:00～16:00。
ゆうゆうセンター。無料。
□問 長谷川 ☎090-9868-7486

はせがわ

クッキング交流会へのお誘い！
外国人留学生と楽しく交流しませ
んか。10/6（日）11:00～14:00。ゆ
うゆうセンター。小学生以上対象。
中学生以上800円・小学生500円。
□問 交野市国際交流協会
　 ☎894-1113

ハンドマッサージ&お茶会
10/9（水）10:00～12:00。ゆうゆう
センター。育児中の人対象。500
円。□申 9/24（火）10:00～27（金）
12:00。保育付(15人)。
□問 Kid'sさぽーと・かたの
　 ☎090-9865-7724

第8回　金曜卓球団体戦
男女別3～4人の団体戦(1W・2S)。
10/11（金）9:00～17:00。いきいき
ランド交野。1組2,400円。
□申 ･□問 鶴谷 ☎090-2191-1597

つるたに

第8回
市星連ゴルフ大会
日時　10/30（水）
場所　交野カントリークラブ
対象　市内在住の60歳以上
定員　120人(先着)
費用　会員　1万4,750円
　　　非会員1万5,750円
□申 ･□問 9/14（土）までに市星連若
　　　手部の佐々木
　　　☎090-3714-5383

ささき

枚方オクトーバー
フェスト

本場ドイツのビールの祭典です。
日時　9/13（金）～23（月）(雨天決
　行・荒天中止)
　平日16:00～21:00
　土日祝11:00～21:00
場所　ニッペパーク岡東中央
　(旧岡東中央公園)
□問 枚方オクトーバーフェスト運
　 営委員会 ☎090-4279-5163
　 （平日9:00～17:30）

山の辺の道、柳本～天理
柳本から北へ歩きます。降水確率
60%で中止。一般向11㌔。10/12
（土）8:00。河内磐船駅。2,000円。
□問 鶴園 ☎891-6002

つるぞの

ホーム明星文化祭
バザー(未使用)・フリマ用品募集し
ています。10/26（土）・27（日）10:00
～16:00。ホーム明星。無料。
□問 濱崎 ☎891-2029

はまざき

第10回
きさいべふれあい祭り
～8つの地区の支え合いで地域の仲間づくり～
各種団体による模擬店(焼きそ
ば・ジュース・おもちゃ・ゲーム
等)、その他催し物(15グループ
出演予定)があります。
日時　9/22（日）10:00～16:00
場所　いきいきランド交野
□問 きさいべふれあい祭り実行
　 委員会の池川 ☎892-3854

いけがわ
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オーナーは大阪の有名ホテルのシェフパティシエを歴任し、受賞歴も多数あ
ります。ご縁があってヨシパウダーの話を聞きつけ、創作したのがヨシフィ
ナンシェです。お菓子によく使う抹茶は焼くと茶色に変色しますが、セイタ
カヨシはそのままの緑色が残り、割ってみると中まできれいな緑色をしてい
るのが特徴です。
イチオシ商品はナナフルロールデコレーション。岡山県の希少小麦100%の
薄力粉「でぇーれぇー粉」や北海道産の生クリーム、ごまを生搾りして作った
太白ごま油を使用したロールケーキです。

アミエル
休

P

羽曳野市高鷲1-2-22
無不可 最寄りのタイムズで30分無料券発行 近鉄高鷲駅から徒歩1分

10:00～21:00（完売次第終了） 日

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。

072-959-8643

いつでもできたての創作ケーキのお店

菓子工房ナナフル

ナナフル ロールデコレーション
1,680円（税抜）

ヨシフィナンシェ1個200円（税抜、要予約）

たいはく




