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家庭でCheck!
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災害は家族が一緒にいるときに起きるとは限り
ません。災害時、家族がバラバラになってしまっ
たときのために、集合場所や連絡方法を決めて
おいてください。

昨年6月18日午前7時58分ごろ、大阪北部地震が発生し、交野でも震度5強の大きな揺れが襲いました。
あの地震から1年、改めていつ発生するか分からない大地震に備え、家庭での災害対策を見直しましょう。
今月は、家庭でできる対策を紹介します。

大地震で家屋が倒壊しなくても、家具が倒れることにより、けがや最悪死に至る場合もあります。重
たい家具は倒れないよう固定し、寝室やリビング等、過ごす時間の多い部屋には、重たく背の高い家
具は置かないようにしましょう。

「まさか」のために「いつも」から

集合場所や連絡方法は決めていますか？Check!

家具が倒れないよう固定していますか？Check!

連絡方法

集合場所

学校や公園など

災害用
伝言ダイヤル

再生再生

録音録音

171



3

災害時、物資が届くまでに時間がかかることがありま
す。保存のきく飲み物や食べ物、生活必需品を最低3日
分備えておきましょう。備蓄できるものは、両手が使え
るリュックタイプの袋等に入れ、持ち出しをする物は
すぐに持ち出せるよう、普段から場所を確認しておい
てください。
また、生活必需品は人により必要なものが異なります。
チェックリストはあくまで一例です。ここに書いてあ
るものだけでなく、普段の生活で必要なものを備えま
しょう。

3日分の備蓄品は用意していますか？Check!

備蓄品・持ち出し品チェックリスト
食料
□ 飲料水（1日3㍑を3日分）
□ 非常食（アルファ米や乾パン、お菓子、缶詰等
　 調理が不要なもの3日分）

衛生用品
□ 救急セット
□ 常備薬
□ タオル
□ トイレットペーパー
□ ティッシュペーパー
□ ウェットティッシュ
□ 着替え（下着も）

便利品など
□ ヘルメット・防災ずきん
□ ランタン・懐中電灯
□ 乾電池
□ 笛・ブザー
□ 使い捨てカイロ
□ マスク
□ ビニール袋
□ アルミ製保温シート
□ 毛布
□ スリッパ
□ 軍手・手袋
□ マッチ・ライター
□ 給水袋
□ 雨具（レインコート・長靴など）
□ レジャーシート
□ 簡易トイレ

貴重品
□ 現金（公衆電話用に小銭も）
□ 車や家の予備カギ
□ 予備の眼鏡やコンタクトレンズ
□ 健康保険証
□ 身分証明証（運転免許証など）
□ 印鑑
□ 母子手帳

情報収集用品
□ 携帯電話（充電器も）
□ 携帯ラジオ
□ 家族の写真（はぐれた時の確認用）
□ 緊急時の家族・親戚・知人の連絡先
□ 筆記用具

乳幼児がいる家庭
□ 粉ミルクとほ乳びん
□ 離乳食とスプーン
□ おむつ
□ おんぶひも・抱っこひも

要介護者のいる家庭
□ 補助具の予備
□ 障がい者手帳
□ おむつ
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地震後は地盤が緩み土砂崩れが起きやすく
なっています。他にも、屋根の瓦や外壁の落下
の恐れもあります。避難経路の危険な箇所に
も注意しておきましょう。また、地震による停
電後に電気が復旧し、通電する際に火花が出
て火災になることがあります。避難等で長時
間家を空けるときはブレーカーを落としてお
くことを忘れずに！

交野市で起きうる災害を知っていますか？Check!

二次災害にも注意していますか？Check!

どんな規模の地震が起きる可能性があるか
知っておきましょう。交野市では南海トラフ
地震よりも直下型の生駒断層帯地震の方が
はるかに被害の規模が大きく、死者28人、負
傷者818人、全壊3,133棟、半壊3,792棟、避
難所生活者は6,391人になると想定されて
います。
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【場所】

【内容】

【時間】

ゆうゆうセンター4階　交流ホール

13：00～16：00
【定員】 400人（先着順） 【費用】 無料

河田教授による講演、市環境事業課によ
る被災地支援報告、その他企業、社会福祉
協議会等による防災関係ブース展示

市は、大規模災害に備え、民間事業者と協定を締結しています。これらの協定を生かし、災害時は可
能な限り市民生活への影響が出ないよう努めます。

昨年度に設置した非常用発電機を、災害が
あった時に円滑に活動できる時間を確保する
ため、協定を締結しました。

防災対策セミナー

民間事業者と災害時のための
協定を締結しています

～大阪北部地震から1年を迎えて～
「地域防災力の向上をめざして」

北村石油株式会社
「災害時における非常用発電機用
燃料の優先供給協力に関する協定」

災害時に市民生活の安定を図るため、生活
物資の供給と運搬に関する協定を締結しま
した。

株式会社アカカベ
「災害時における生活物資の供給等
に関する協定」

関西大学社会安全学部・
社会安全研究センター
長・特別任命教授。工学
博士。専門は防災・減災・

縮災。現在、阪神・淡路大震災記念　人と防災未
来センター長（兼務）のほか、京大防災研究所長
を歴任。京都大学名誉教授。現在、中央防災会議
防災対策実行会議委員。日本自然災害学会およ
び日本災害情報学会会長を歴任。
著書：『にげましょう』（共同通信社）『日本水没』
(朝日新書)、『津波災害（増補版）』(岩波新書）
など。

令和元年 6/8（土）

関西大学特別任命教授
河田  惠昭氏
か わ た よしあき

※駐車スペースに限りがあります。公共交通機関をご利用ください。
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□問 学校規模適正化室 ☎810-8010

　教育委員会では、少子化や学校の老朽化等の課題や
小中一貫教育等の新たな学校づくりに対応するため、
学校の規模適正化・適正配置に取り組んでいます。
　市の児童生徒数は現在、昭和57年のピーク時のお
よそ半分の約6,200人になり、学級数もピーク時の約
3分の2の約200学級となっています。
　今後も減少傾向は続くと見込まれ、将来にわたって、
児童生徒の良好な教育環境を確保するために、適正な
学校規模を確保することのできる学校配置を、中学校
区ごとに、校区変更、小学校どうしの学校統合、小中学
校の学校統合の考えられるすべての学校適正配置案
を作成・検討し、「交野市学校規模適正化基本計画」で、
次の方向性を定めました。
　また、あわせて安全・安心かつ快適な学校施設を今
後も継続して確保するため、学校施設整備の方向性を
示す「交野市学校施設等管理計画」を策定し、今後はこ
れらの計画に沿って学校施設整備を進めていきます。

　適正な通学距離の範囲は、現在の通学実態や交
通事情、地形等を踏まえて定め、適正な学校規模
は、学校規模の大小によるメリット・デメリット
や本市の実態を踏まえて定めました。
　小学校は、互いに学び、多様な考えに触れ、全学
年でクラス替えを可能にしたり、同学年に複数教
員を配置するために、1学年2学級以上あるものが
望ましいとしており、中学校は、教員の配置定数
や学校運営等の観点から学校全体で9学級以上は
必要です。

子どもたちに良好な教
育環境を

～学校の規模適正化・
適正配置～

適正な通学距離の範囲

適正な学校規模

小学校
中学校

2㌔以内
3㌔以内

3㌔以内
4㌔以内

基本 許容範囲

小学校

中学校

11学級以下

8学級以下

小規模 適正規模
12学級以上24学級以下
（1学年あたり2～4学級）
9学級以上18学級以下
（19学級以上24学級以下も
  許容範囲とする）
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日程
時間
場所

会議時間 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

応募用紙
の配布

6/17（月）〈必着〉までに持参・郵送・FAX・E
メールで学校規模適正化室
〒576-0052　私部2-29-1
□FAX892-4800
　 tekisei@city.katano.osaka.jp

申込

若干名
※応募多数の場合は、年齢、性別、居住地
　域等のバランス、応募理由等を考慮し
　て選考し、結果は、個別に書面でお知ら
　せします。

定員

4/1（月）現在、18歳以上で次のいずれかに該
当する人
①第一中学校区（交野小学校区、長宝寺小学
　校区）に在住している
②市内在住で、子ども・孫が交野小学校、長
　宝寺小学校、第一中学校に通学している
※交野市の常勤職員・市議会議員は応募で
　きません。

対象

　第一中学校区の新たな学校づくりに向けて、学校統合や施設整備等にかかる様々な課題について、
対応策の検討や意見交換等を行うため、ワークショップ形式の協議会を開催します。

各中学校区の学校適正配置の方向性
現状と課題

第一中学校区

第二中学校区

第三中学校区

第四中学校区

学校適正配置の方向性

※参加者への謝礼および交通費などの支払はありません。

●交野小学校、第一中学校は、適正な学校規模で
推移する見込みです。
●長宝寺小学校は小規模のまま推移する見込み
です。
●大部分が築後40年以上経過し、交野小学校、
第一中学校では、築後50年以上経過した建物
があるなど、学校施設が老朽化しています。

交野小学校・長宝寺小学校・第一中学校を
統合し、現在の交野小学校敷地に、施設一
体型の小中一貫校を設置することとしま
す。

学校統合・学校施設整備に向けて、学校、
保護者、地域の方々とワークショップ等
をとおして、十分に協議調整しながら、魅
力ある学校づくりをすすめます。

当該住宅開発の影響を受けない妙見坂小
学校、岩船小学校では、適切な時期に学校
規模適正化の方策を実施することとしま
す。

星田駅北地域の住宅開発の動向を注視し
ながら、学校、保護者、地域の方々と、ワー
クショップ等をとおして、学校配置の検
討をすすめます。

●郡津小学校・倉治小学校・第二中学校の3校と
も、適正な学校規模を維持する見込みです。
●大部分が築後40年以上経過し、郡津小学校で
は築後50年以上経過した建物もあるなど、学
校施設が老朽化しています。

当面の間、2小1中の現状の接続関係を維
持しつつ、必要な施設整備を行っていく
こととします。

●第三中学校は、適正な学校規模で推移すると
見込まれていますが、星田小学校、妙見坂小学
校、旭小学校は、大規模な住宅開発等の影響を
考慮しない場合、小規模化する見込みです。
●大部分が築後40年以上経過し、星田小学校で
は、築後50年以上経過した建物があるなど、
学校施設が老朽化しています。

星田駅北地域の住宅開発がさらに確かな
ものとなった時点で、速やかに再度、学校
区とあわせて将来に向けた望ましい学校
適正配置を検討することとします。

●私市小学校、第四中学校は、適正な学校規模で
推移すると見込まれますが、岩船小学校、藤が
尾小学校については、大規模な住宅開発等の
影響を考慮しない場合、小規模化する見込み
です。
●岩船小学校と藤が尾小学校は、築後40年を経
過した建物を有し、私市小学校、第四中学校で
もすべての建物が築後30年以上経過してい
るなど、施設の老朽化に伴う更新・改修の時期
を迎えています。

（https://www.city.katano.osaka.jp/）

6月下旬～翌年3月（合計5～10回程度）
平日夜間または土・日曜日・祝日
市役所別館または青年の家等の
第一中学校区内公共施設

各回2～3時間程度

第一中学校区における魅力ある
学校づくり協議会の参加者を募集します



8

今年は北は北海道から、南は九州
まで約5,500人のランナーが参
加。沿道にもたくさんの応援がか
けつけてくれました。

いきいきランド
交 野

日4/21交野マラソン2019
か た の

今年も大盛り上がりでした

かわいいおばあちゃんの応援
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会場には交野在住アーティスト
のCharmant cocoに作詞作曲し
ていただいた交野マラソン公式
テーマ曲「空色テイル」が流れ、曲
名のとおり見事な青空のもと大
盛り上がりの1日となりました。

シ　ャ　ル　マ　ン　コ　コ

ゲームズメーカーキッズも大活躍

女性和太鼓ユニット「びんか」
Charmant cocoの2人。6/15（土）には星の里いわふねで単独ライ
ブが開催され、「空色テイル」も歌われます。ぜひ検索してください。

当日は最高気温25℃。倉冶の給水所では水と紙コップ
が不足する事態に。そんなピンチに給水所近くの「よこ
た鍼灸整骨院」さんが、自宅にある水と紙コップの提供・
配布のご協力で大会を支えていただきました。
本当にありがとうございました。
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織姫の里  かたのプレミアム付商品券  取扱店舗募集
□問 地域振興課 ☎892-0121、北大阪商工会議所交野支所 ☎892-6700

「織姫の里 かたのプレミアム付商品券」は、消費税・地方消費税率引き上げによる消費への影響緩和と、地域
での消費を喚起・下支えするために発行するものです。

対象　市内に店舗・事業所があり、市内の店舗等に限り商品券を利用することができる事業者
　※条件により登録できない場合があります。
　※チェーン店等で市内に複数の店舗を持つ事業者は、各店舗で申し込みが必要です。
商品券が利用できないもの
　▷土地、家屋購入、家賃、地代、駐車場料金等不動産に関わる支払
　▷現金への換金、他の金券の購入または交換、金融機関への預け入れ
　▷たばこの購入
　▷有価証券、ビール券、図書券、切手、印紙、プリペイドカード、企業等が
　　発行する商品券などの換金性の高いもの
　▷風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）
　　第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業において提供される役務
　▷国税、地方税や使用料等の公租公課
　▷その他、商品券を取り扱う店舗が使用できないものとして特に指定する商品等
募集期間　6/10（月）～7/22（月）
費用　無料
募集要領・申請書の配布　北大阪商工会議所交野支所、地域振興課、市ホームページ
　（http://www.city.katano.osaka.jp/docs/2019050800049/）
申込　募集要領に同意の上、申請書を郵送・持参で北大阪商工会議所交野支所
　〒576‒0052　私部1‒1‒2　
　※申請書を元に審査します。承認事業者には、取扱店舗説明会を実施します（8月開催予定）。

商品券の購入対象者

消費者相談 スマホ決済アプリ、解約して返金してもらえないの？

Ｑ

A

助言

数か月前に、コンビニの前で「スマホ決済アプリを入れたら500ポイント進呈」と勧められダウン
ロード。以後、そのアプリにチャージもして利用したものの、あまり使わないので解約して残りの
チャージ分を返金してほしいのですが「できない」と言われました。本当ですか？

スマホ決済アプリだけでなく、チャージをして利用するいわゆるプリペイドカードについても、
チャージした電子マネー（ポイント）は原則通貨には交換されません。事業者の利用規約にも返金で
きない旨記されていたので、今回の対応は仕方ありません。

　決済アプリにクレジットカードを登録している場合には、その登録情報を削除してからアプリを
削除しましょう。決済アプリに限らず、「アプリの削除＝退会・解約」ではないので、アプリのサービ
スを利用しないのであれば、スマホからアプリ削除前に、退会手続きや登録情報の削除をしておき
ましょう。

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　

①平成31年度住民税非課税者（住民税課税者と生計同一の配偶者・扶養親族、生活保護被保護者を除く）
②平成28年4月2日～令和元年9月30日に生まれた子が属する世帯の世帯主
購入対象者には、購入引換券交付申請書または購入引換券を送付します（9月頃予定）。
販売価格　1冊4,000円（500円券10枚、計5,000円分）

10月から販売開始する「織姫の里かたのプレミアム付商品券」の取扱店を募集します。



11

サ ッ プ

詳しくは

ホタル観賞ナイトHike

水上さんぽ大作戦

□問 かたのツーリズム推進協議会 ☎070-7528-6174

イベント情報

私市水辺プラザで専用ボードSUPに乗って水上散
歩。ゆらゆらすいーっと楽しみましょう。
日時　7/14（日）
　　　（午前の部）10:00～12:00
　　　（午後の部）13:00～15:00
集合　交野里山ビジターセンター
　　　（私市駅前公園東側）
定員　各10人
費用　4,000円

交野の里山にはホタルが数多く生息し、時期により
ホタルが乱舞する光景が見られます。ぜひ自分の目
で見てください。
日時　6/22（土）19:00～22:00（雨天中止）
集合　交野里山ビジターセンター
　　　（私市駅前公園東側）
定員　15人
費用　2,000円
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国民健康保険のお知らせ
□問 医療保険課 ☎892-0121

■保険料の料率が決まりました
　6月中旬に、令和元年度の「国民健康保険料納入通知書」を発送します。
　所得割、均等割、平等割の保険料率及び限度額は下表のとおりです。限度額については、医療分が54万円から
58万円に変更となりました。

①所得割

②均等割

③平等割

40歳以上65歳未満の国保加入者は、介護分が加算されます。

基準総所得金額
（平成30年中の所得が対象）

1世帯あたり

被保険者1人あたり

限度額

×8.23％

28,241円

24,996円

58万円

×2.71％

9,324円

8,252円

19万円

×2.81％

17,709円

16万円

医療分

保険料の料率

支援金分 介護分

年
間
保
険
料

（
①
〜
③
の
合
計
）

所得割の基準総所得金額の計算方法
〇給与所得などの場合　給与収入－給与所得控除－
　基礎控除（33万円）　
〇公的年金などの場合　年金などの収入－公的年金
　等控除－基礎控除（33万円）
〇営業・その他の事業・不動産所得などの場合　収入
　－必要経費－基礎控除（33万円）
※複数の所得がある場合でも、基礎控除は33万円の
　みです。
■納付方法について
　保険料は、6月から翌年3月までの10回に割って納
めていただきます。
　5月中に転出や社会保険の加入などで、国民健康保
険の資格を喪失した世帯には、4月分の保険料を本年
度の保険料確定後の6月納付期（1期分）として納入通
知書を送ります。
※特別徴収（年金天引き）の世帯は、4・6・8月が仮徴
　収となり、10・12・2月が本徴収の年6回支払いとな
　ります。

■休日納付相談窓口
　平日の昼間に、納付相談、減免申請が困難な人はご
利用ください。
日時　6/16（日）10:00～15:00
場所　市役所本館1階　医療保険課
■医療費一部負担金の減免制度
　次のような事情により、病院などに支払う医療費
の自己負担額の支払いが困難な場合は、一部負担金
の減免制度があります。
①世帯主および同一世帯の被保険者が所有する家屋
　やその他の財産が風水害、火災などで全壊、全焼な
　ど重大な被害を受けた場合
②世帯主および同一世帯の被保険者が事業の休廃止、
　失業や傷病、死亡により収入が著しく減少した場合
③その他①・②に類する事由があり、医療機関への支
　払いが極めて困難な場合
※減免認定には条件があります。

■ジェネリック医薬品への切り替えに
　ご協力ください
　市では、薬剤費の自己負担軽減と国民健康保険医
療費の削減を目的にジェネリック医薬品の普及促進
に取り組んでいます。医師・薬剤師にご相談の上、切
り替えにご協力ください。

■保険料の納付は口座振替をご利用ください
　口座振替にすると、毎月納めにいく手間が省け、納
め忘れもなくなります。
　口座振替依頼書は、市役所本館1階医療保険課、星
田出張所、市内の指定金融機関にあります。
必要なもの　預貯金通帳、金融機関届出印、国民健康
　保険の納入通知書
申込　市指定の金融機関窓口

■保険料の支払いが困難な場合
　大幅な所得減少や生活困窮等の特別な事情により
支払いが困難な場合は、保険料の減免等の制度があり
ます。
　なお、納期限が過ぎた場合は、減免ができませんの
で、お早めにご相談ください。
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介護保険のお知らせ
□問 高齢介護課 ☎893-6400

第1号被保険者の介護保険料段階表
段階

1

2
3
4

5

6
7
8
9
10
11
12
13

対象者 年間保険料

24,120円

40,200円
46,680円
57,960円
64,320円
（基準額）

120万円以上200万円未満
200万円以上300万円未満
300万円以上350万円未満
350万円以上500万円未満
500万円以上650万円未満
650万円以上800万円未満

80万円以下

■保険料が決まりました
　6月中旬に、第1号被保険者（65歳以上）に令和元年
度の「介護保険料額決定通知書兼特別徴収開始通知
書」を発送します。
　消費税の引き上げに伴う保険料の軽減強化によ
り、介護保険料段階区分が第1段階～第3段階の保険
料が変わります。詳しくは、下の第1号被保険者の介
護保険料段階表をご確認ください。
■納付方法について
　普通徴収（口座振替・金融機関等で納付）は、納付回
数が10回（6月～翌年3月分）、特別徴収（年金天引き）
は、仮徴収を行い、納付は偶数月の年6回です。
■介護保険制度について
　被保険者は、40～64歳の医療保険加入者と、65歳
以上のすべての人です。この制度はみなさんの保険
料と公費で運営され、保険料を納めることで、介護が
必要となったとき、安心してサービスを受けること
ができます。
■保険料は期限までに
　保険料の滞納が続くと滞納期間に応じて介護サー
ビスの利用者負担が1割、2割の人は3割に、3割の人は
4割になる措置等がとられます。必ず期限内に納めま
しょう。
　また、保険料の支払いが、一時的に困難な状況にある
人には、徴収猶予制度があります。

※所得金額は、前年（平成30年1～12月）の合計所得金額です。
※合計所得金額は、収入金額から必要経費を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除を
　する前の金額です。さらに、「長期譲渡所得および短期譲渡所得に係る特別控除額」と「年金収入に係る所得額」
　（第1～5段階のみ）を控除した額を用います。

■保険料の軽減
　真に生活が困難な状況にある人に対し、生活実態
に即して、保険料の軽減を行います。
対象　介護保険料段階区分が第2・3段階で、次の①～
　⑧の要件全てに該当し、保険料の支払いが困難で
　あると認められる人
①世帯全員が市民税非課税であること（確定申告ま
　たは市民税申告が必要）
②世帯の年間収入合計が144万円以下であること（2
　人以上の場合は33万円、配偶者は38万円を加算）
③市民税課税者に扶養されていないこと
④市民税課税者と生計を共にしていないこと
⑤健康保険などの医療保険で、被扶養者となってい
　ないこと
⑥資産などを活用しても、生活が困窮している状態
　にあること（住居用資産を除く）
⑦世帯の銀行預金などの元本合計が350万円以下で
　あること
⑧介護保険料を滞納していないこと
軽減内容　保険料第2段階を第1段階に、第3段階を
　第2段階に軽減
申込　本年度の「介護保険料額決定通知書兼特別徴
　収開始通知書」、印鑑、預貯金・年金受給額が確認で
　きるもの（世帯全員分）、本人確認ができるもの（マ
　イナンバーカード等）を持参し高齢介護課

生活保護、中国残留邦人等支援給付受給者、世帯員全員が市民税非課税で老齢
福祉年金受給者

世帯員全員が市民税非課税で、かつ前年の本人の
合計所得金額と課税年金収入額の合計が

世帯員に市民税課税者がいるが、本人は市民税非
課税で、前年の本人の合計所得金額と課税年金収
入額の合計が

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が

120万円超
80万円以下

80万円超

120万円未満

800万円以上

77,280円
83,640円

128,640円

96,480円
106,200円
115,800円
122,280円
125,520円

80万円超120万円以下
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2019年 交野市社会福祉施設地域貢献連絡会 出前講座一覧
交野市社会福祉施設地域貢献連絡会とは
交野市内における高齢者施設・障がい者施設・保育施設などの社会福祉施設が分野を越えて、交野市内の
様々な地域福祉課題に協働して取り組み、地域福祉の向上に寄与することを目的とした連絡会です。
依頼にあたって
各施設の依頼受付担当者にご連絡し、日程・内容・時間等ご相談ください。

施設名・住所・連絡先 講  座  名

特別養護老人ホーム 明星
星田8-6-7

特別養護老人ホーム
天の川明星
藤が尾2-5-22

☎ 891-4974

きんもくせい
特別養護老人ホーム
大字星田5156-8
☎ 892-5689

ケアハウスきんもくせい
南星台2-5-15
☎ 895-2468

特別養護老人ホーム 美来

介護老人保健施設 青山

施設見学ツアー

内　容
老人ホーム、デイサービスセンターってどんなところ？という方に
施設内をご案内致します。

介護保険とサービスと一般的な
知識としての施設入所について

介護保険制度とサービスの種類や利用方法、様々な種類がある
高齢者施設についてその内容や利用金額などを説明します。

認知症の方への対応
～介護職員からのメッセージ～

認知症とは？対応の心がけやアドバイスを認知症の方と日常接
している介護職員がお話します。

知ってらくらく介護講座 ～ご本人
と介護者が共に楽になりましょう～

車椅子の方法、移乗の方法、衣類の着脱方法、食事介助の方法
を介護福祉士が実技でお伝えします。

暮らしの中の小さなお困りごと
へのボランティア活動報告

【生活支援サポーターについて】高齢者の暮らしの小さなお困りごとを市民ボラ
ンティアが解決します。活動模様の紹介とこれからの支え合い社会について。

救命講習の一環としてAED AED（自動体外式除細動器）の使用方法について説明します。
施設内見学 サービス内容・料金説明などについて説明します。
車椅子の使用方法と応急処置の仕方 車椅子の使用方法と応急処置の仕方について説明します。

ケアハウスはどんなところ？ サービス高齢者住宅や有料老人ホームとの違いについて説明し
ます（施設見学含む）。

施設での看取りケアについて ケアハウスや、特養での看取りケアについての説明をします。
認知症の方へのかかわり方
について（施設版）

軽度の認知症から、重度の認知症までかかわりによって進行度
が違うことなどを事例をあげてわかりやすく説明します。

介護保険とサービスの利用方法について 専門的な在宅リハビリ、訪問看護の使い方までケアマネジャーが説明します。

介護技術 離床介助、更衣介助、オムツ交換、車いす操作、歩行介助など。
健康教室 希望に応じて対応します。
介護保険ってなあに？ 介護保険サービスの使い方。
特養とは？ 特養に入るまでの流れ、入居後の生活など。
介護食とは？ 高齢者施設での食事提供について。

介護保険入門 介護保険の利用の仕方から、通所系サービスや入所系サービスの種類
や違いについて説明します（希望があれば施設見学にも対応します）。

介護技術教室 移乗介助、更衣介助、食事介助など在宅でも役立つ介助技術をお伝えします。
必ず知っておきたい！ 介護保険講座 介護保険制度と利用方法やサービスの種類などの説明。
施設見学ツアー 特養・ショートステイ・デイサービスのご案内。内容や利用方法、金額など。

高次脳機能障がいについて 高次脳機能障がいの基礎的な知識についてお話します（実施に
ついては要調整）。

精神疾患と精神障がいについて 精神疾患の代表例と疾患と障がいの違いについて説明するとと
もに精神障がい理解を深めます。

地域福祉について
当法人の歩み、活動を紹介しながら、コミュニティソーシャルワー
クについて重要性や課題を話し合います。

障がい者
ホームヘルパーについて

介護給付ではなく訓練等給付であることから制度のねらいと支
援の実際を紹介します。

障がい者
グループホームについて

世話人とともに利用者の生活環境を紹介し「暮らす」に視点をあ
てた支援を説明します。

障がい支援について  ☎ 893-9511 生活、就労支援の現状を紹介します。

知的障がいについて 知的障がいについての理解、接し方などの講座。

ミルキーウェイみのり
天野が原町2-14-20

みのり
天野が原町2-14-18

☎ 896-5656

交野自立センター
寺4-590-1  ☎ 893-4523

かたの福祉会
寺4-590-1  ☎ 892-6671

介護老人保健施設
サール・ナートかたの
私部南1-490 ☎ 892-7777

倉治4-40-7
☎ 810-8670

青山3-432
☎ 893-0328

ご希望に添えない場合もあります。あらかじめご了承ください。

医療連携とは 入院から退院して在宅に帰るまでのプロセスを説明します。

人生の終い方、ACP（アドバンス
ケアプランニング）

人生の終い方や意思決定能力低下に備えての対応プロセスに
ついて説明します。
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逆上がりができるようになることを目標に、練習
方法やポイントを子どもたちに伝えます。
日時　6/29（土）10:00～11:30
場所　いきいきランド交野1階　多目的ルーム
対象　小学1～3年生
定員　15人　費用　1,200円
持ち物　室内シューズ、飲み物、タオル
申込　6/3（月）10:00からWEB予約
　（右のQRコード）
※WEB予約ができない人は問い合わせください。
申込・□問 いきいきランド交野プールフロント
　　　  ☎894-1187

日時　6/17（月）9:30～15:00(雨天中止)
集合　交野市役所別館前
コース　免除川→源氏池→交野高校付近→いきい
きランド交野（4～5㌔）
持ち物　弁当、飲み物、敷物、筆記用具、バイン
ダー、あれば双眼鏡・ルーペ
申込・□問 6/3（月）から交野みどりネット事務局
　　　  ☎892-0121

免除川と身近な田畑の生き物を調べよう自然

ミズノスポーツ塾鉄棒編スポーツ

星のまち歩く歩くDAY健康

健康づくりのため、ウオーキングを始めませんか。
日時　6/21（金）9:15～11:30
集合　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　天の川沿い私市コース
持ち物　健康手帳（な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

令和2年度使用教科書展示会教育

小・中学校用の教科書を展示します。
日時　6/7（金）～7/3（水）10:00～16:00
場所　青年の家1階
□問 教育センター ☎892-8627

イベント情報
event information
event information

ぶどうマルシェwithキャラパ産業

市内事業者の自慢の一品の販売、神宮寺ぶどう即
売会、フリーマーケット、全国各地からのゆるキャ
ラによるステージなどがあります。
日時　6/23（日）10:00～15:00
場所　いきいきランド交野
□問 交野いきいきマルシェおりひめの駅実運営委員 
　 会事務局 ☎892-0121

桂南天の会其の十四文化

間近で生の落語をお楽しみください。
日時　7/7（日）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、桂そうば、桂弥っこ
費用　前売券1,000円、当日券1,500円
券の販売　（窓口）6/6（木）9:00～
　　　　　（電話予約）6/6（木）10:00～
□問 星の里いわふね☎893-3131

プライベートスイミングレッスンスポーツ

参加者のニーズに合わせ、マンツーマン指導で質
の高いレッスンを提供します。
日程　6月の毎週日曜日
時間　10:00～16:00の内、毎時0分～45分
場所　いきいきランド交野　わくわくプール
定員　各日各時間ごとに1人（１日計6人）
費用　3,240円
申込・□問 5/13（月）10:00からいきいきランド交野
プールフロント ☎894-1187

アウトドア

青年の家
星の里いわふね

いきいきランド交野

かつらなんてん

ぽ ぽ

や
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知って得する高血圧の話健康

①6/17（月）：口腔機能測定、実技の体験等
②6/24（月）：結果の返却、口の機能アップに関する
取り組み紹介等
時間　9:40～11:10　対象　65歳以上の市民
場所　ゆうゆうセンター3階　展示活用室
定員　20人（先着）　費用　無料
持ち物　飲み物、②は歯ブラシ、コップ2個、タオル
申込・□問 6/3（月）から高齢介護課
　　　  ☎893-6400

元気度知ろう会「口腔機能測定」健康

一般職業適性検査であなたの適性を測定します。
日時　6/19（水）10:00～12:30
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
定員　4人　費用　無料
申込・□問 6/3（月）から人権と暮らしの相談課
　　　  ☎817-0997

職業適性検査仕事

高血圧の放置は危険です。高血圧の病態等の講義
や、自宅でできる運動方法などをお伝えします。
日時　6/27（木）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　健康運動指導士、保健師
持ち物　筆記用具、飲み物、健診結果、動きやすい服装
申込・□問 6/20（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

ゆうゆうセンター

5分でできる暮らしのサポート講座福祉

住民同士が支えあう互助の考え方や、困りごとを
支える生活支援活動の実際をお伝えします。
日時　6/28（金）13:30～15:30
場所　ゆうゆうセンター2階　体験学習室・お年寄
り健康教室　定員　70人　費用　無料
申込・□問 6/21（金）までに社会福祉協議会
　　　  ☎895-1185

▷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4,800円
申込・□問 6/7（金）から参加費を添えて星の里いわふね ☎893-3131

親子教室夏の部子育て

月曜クラス ▷ 7月＝8・22・29日　▷ 8月＝5・26日 　▷ 9月＝2・9・30日

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

水曜クラス ▷ 7月＝10・17日　▷ 8月＝7・21・28日　▷ 9月＝11・18・25日

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

木曜クラス ▷ 7月＝11・18日　▷ 8月＝8・22・29日　▷ 9月＝5・19・26日

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
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手話ステップアップ講座（前期）福祉

意思疎通支援者（手話通訳者）として活動できる人
材の育成を目指します。
日時　6/18（火）以降全7回10:00～12:00
※初日以降の日程は開講時に調整。
場所　ゆうゆうセンター3階　団体共用ルーム1
対象　市内在住・在勤・在学で、手話で聴覚障がい
者と日常会話が可能で、意思疎通支援員の登録
を目指す人
　※すでに登録している人を除く。
定員　15人（最低催行5人）
費用　無料（教材費実費）
申込・□問 ①講座名②住所③氏名（ふりがな）④電話・
FAX番号⑤手話の学習経験（どこで・受講内容）
を6/11（火）（必着）までに電話・FAX・郵送で障が
い福祉課 ☎893-6400　□FAX　895-6065

　〒576-0034　天野が原町5-5-1

元気アップ体操クラブ健康

健康づくりに役立つ市オリジナルの体操です。
①6/5・19（水）10:30～11:30
　ゆうゆうセンター4階　多目的ホール
②6/13・27（木）13:30～14:30
　青年の家武道施設
③6/14・28（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

上級手話講習会福祉

日時　7/5（金）～10/18（金）19:00～21:00（計15回）
場所　ゆうゆうセンター3階　団体共用ルーム1
対象　市内在住・在勤・在学で手話を80時間程度
学習し、600語程度の手話単語がわかる人
定員　15人（最低催行5人）　
費用　無料（教材費は実費）
申込・□問 ①講座名②住所③氏名（ふりがな）④電話・
FAX番号⑤手話の学習経験（どこで・受講内容）
を6/26（水）（必着）までに電話・FAX・郵送で障が
い福祉課 ☎893-6400　□FAX　895-6065
　〒576-0034　天野が原町5-5-1

ネット119緊急通報システム説明会福祉

ネット119は、音声での119番通報が困難な人が、
携帯電話等で通報できるシステムです。今回、スマ
ホ版の機能が追加されるため説明会を開きます。
日時　7/23（火）
　①13:30～15:30
　②18:30～20:30
場所　ゆうゆうセンター3階　団体共用ルーム2
対象　市内在住のネット119登録者、登録を希望
する人（聴覚・音声・言語・そしゃく機能障がい者
で、身体障がい者手帳を持つ人）
定員　各20人程度
申込・□問 ①参加回②住所③氏名（ふりがな）④FAX
　番号⑤手話通訳・要約筆記の要否を、7/12（金）ま
　でに障がい福祉課　□FAX　895-6065

シニア人材育成講習仕事

事務補助・障がい者支援・保育補助の講習です。終
了後は、各業界の仕事につながる就業イベントを
開催する等、講習修了者の就業まで応援します。
日時　6/6（木）～20（木）13:00～17:00
場所　エル・おおさか南館4階　会議室
対象　55歳以上
□問 シニア就業促進センター ☎06-6910-0848

甲種防火管理新規講習会消防

消防法令により防火管理者の選任が必要な事業所
で、異動等で防火管理者が不在となる場合には必
ず受講してください。
日時　7/11（木）・12（金）
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 6/10（月）～14（金）に消防本部予防課
　　　  ☎892-0012

シニア向け合同企業説明会仕事

約20社が参加します。予約・履歴書不要。
日時　7/3（水）13:00～16:00（受付15:30まで）
場所　OMM2階　Ａホール
対象　55歳以上　費用　無料
□問 シニア就業促進センター ☎06-6910-0848

その他の施設（市内）

その他の施設（市外）
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情報公開制度・個人情報保護制度情報
公開

モノシェアリング制度市民
活動

情報公開制度（市が管理する公文書の開示を請求
する権利を保障する制度）と、個人情報保護制度
（市が管理する個人情報を適切に取扱い、自身の情
報の開示・訂正・削除等を請求する権利を保障する
制度）の、昨年度の運用状況をお知らせします。制
度の詳細は、ホームページをご覧ください。
http://www.city.katano.osaka.jp/docs/2011080200127/
□問 総務課 ☎892-0121

大阪エコ農産物認証制度農業

農薬と化学肥料（チッソ）の使用量を慣行栽培の5
割以下に削減し、府内で農家が栽培した農産物を、
府が「大阪エコ農産物」として認証します。認証され
た農産物は認証マークを表示して販売できます。
認証には、生産計画の申請をし、審査を受ける必要
があります（申請受付は7月と1月の年2回）。
申込・□問 7/19（金）までに農政課 ☎892-0121

重度障がい者医療助成福祉

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

公用車・備品・会議室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
　に繋がる活動など
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
貸出会議室　市役所別館1階「みんカフェ」会議室
申込・□問 地域振興課 ☎892-0121

コンビニ交付サービスの一時停止証明書

年度切り替え作業のため、コンビニ交付サービスを
一時停止します。ご理解・ご協力をお願いします。
日時　6/5（水）終日
□問 税務室 ☎892-0121

課税（所得）証明書の交付証明書

令和元年度の課税（所得）証明書は、6/6（木）からの
交付を予定しています。
□問 税務室 ☎892-0121

私立幼稚園就園奨励費補助金子育て

幼稚園教育の充実・普及と、保護者の所得状況に応
じた経済負担軽減を目的に、保育料等を軽減する
制度を設けています。
申請書は、市内各私立幼稚園で配布しています。市
外の私立幼稚園に通園し、申請書を受け取ってい
ない人はお問い合わせください。
※公立幼稚園・認定こども園は対象外です。
□問 こども園課 ☎893-6407

市役所本館2階情報公開コーナーでは、「情報公開
制度」と「個人情報保護制度」の請求受付や、利用方
法の相談に応じています。また、予算書・議案書・会
議の議事録などの閲覧や、傍聴できる各種会議の
情報を得ることができます。
□問 総務課 ☎892-0121

情報
公開

情報公開コーナー・会議傍聴制度
をご利用ください

情報公開制度 個人情報保護制度
開示請求の状況
市内在住者 26件
市外在住者 27件
開示決定の状況
全部開示 28件
部分開示 21件
不存在 3件
取り下げ 1件
主な請求内容
▷各種契約書の写し等

開示請求の状況
市内在住者 25件
市外在住者 4件
開示決定の状況
全部開示 10件
部分開示 15件
不存在 3件
取り下げ 1件
主な請求内容
▷戸籍謄本・住民票に関
　するもの

お知らせ
noticenotice

制度・業務
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市税の納期限税

市・府民税第1期分の納期限は7/1（月）です。期限ま
でにお納めください。
□問 税務室 ☎892-0121

税・保険・年金

介護相談員を募集福祉

介護現場を訪問し、サービス利用者の思いを聞き、
サービス提供事業者や行政にその声を届ける介護
相談員を募集します。
対象　次の条件全てを満たす人
①市内在住
②介護に関心があり、現在介護保険サービス提供
業務に携わっていない
③担当するサービス事業所まで自力で訪問できる
④8～10月開催予定の「介護相談員養成研修」（約6
日。大阪市内開催予定）の全日程に参加できる
定員　4人程度
報償　1事業所の訪問1回につき3,000円
必要書類　履歴書（顔写真つき）、応募の動機（原稿
用紙に400字程度）
申込 6/3（月）～21（金）に必要書類を持参・郵送で高
齢介護課　〒576-0034　天野が原町5-5-1
※書類と面接により選考。面接日は後日連絡。
□問 高齢介護課 ☎893-6400

募集
運転ボランティア説明会福祉

1人で公共交通機関等を利用しての外出が困難な
人のサポートを行う運転ボランティアについて説
明します。
日時　①7/17（水）15:00～
　　　②7/22（月）10:00～
　　　※いずれかに参加。
場所　ボランティアセンター
対象　次の要件全てに該当する人
▷自動車運転免許を持ち、過去2年間免許停止処分
を受けていない
▷75歳以下（定年制）
▷月2回以上の活動ができる
申込・□問 社会福祉協議会☎895-1185

税務職員採用試験求人

対象①高校または中等教育学校を卒業見込みまた
は平成28年4月1日以降に卒業した人
②人事院が①に掲げる人に準ずると認める人
試験の程度　高校卒業程度
第一次試験日　9/1（日）
申込　6/17（月）～26（水）に専用アドレス
http://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html
※インターネット申し込みができない場合は国税
局にお問い合わせください。
□問 大阪国税局人事二課試験係 ☎06-6941-5331
　枚方税務署総務課 ☎844-9521

里山ボランティア募集環境

竹の伐採など、里山整備活動を一緒にしませんか。
日時　6/19（水）、23（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　中学生以上
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 6/3（月）から交野みどりネット事務局
　　　  ☎892-0121

えんざん
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交野市ごみ不法投棄監視ウイーク環境

ごみ不法投棄対策を強化するため、5/30（ごみゼ
ロの日）～6/5（環境の日）を「全国ごみ不法投棄監
視ウイーク」とし、全国一斉に監視活動や啓発等が
実施されます。
市でも同期間を 「交野市ごみ不法投棄監視ウイー
ク」とし、「歴史ある美しい交野を残そう」を標語
に、啓発やパトロール、清掃活動等を行い、不法投
棄を発生させない環境づくりを進めます。
道路・公園・河川等で不法投棄を見かけたときは、
警察に連絡をお願いします。
□問 環境総務課 ☎892-0121 お知らせ

募集

6月は「農地パトロール月間」です農業

農業委員会は、市内の全ての農地を対象にパト
ロールを実施します。このパトロールは、遊休農地
の実態把握や農地の違反転用発生防止のために行
います。
ご理解・ご協力をお願いします。
時期　6月中旬～下旬
□問 農業委員会事務局 ☎892-0121

経済センサスｰ基礎調査が行われます調査

この調査は、全国の事業所や企業の経済活動状態
を明らかにするための、統計法に基づく重要な調
査です。調査期間に調査員がタブレットを持参し
活動状態を確認します。また、新たに把握した事業
所等へは調査票を配布します。
※調査員は必ず調査員証を身につけています。
時期　6月上旬～翌年3月下旬
対象　市内の全事業所・企業
□問 総務課 ☎892-0121

下水道

4月から地方公営企業法の財務規定を適用し、これ
までの官庁会計から公営企業会計へ移行しまし
た。これにより、今後はより透明性の高い財政運営
が図られます。
□問 下水道課 ☎892-0121

下水道事業は地方公営企業会計へ
移行しました

暑さに負けないために
3つの習慣をお勧めします。くらし

昨年、府内では7,138人が熱中症により救急搬送
されました。暑さから身を守りましょう。
（備える）暑さに強い「からだづくり」
暑くなる前の時期からウオーキング等の汗をかく
運動を継続しましょう。
（気づく）暑さを知らせる「情報の活用」
「暑さ指数メール配信サービス」等、暑さの危険を
知らせる無料サービスがあります。

（涼む）暑さをしのぐ「クーラーの利用」
暑さを自分の感覚だけに頼らず、部屋の温度・湿度
を確認して設定温度を調節しましょう。
□問 府エネルギー政策課温暖化対策グループ
　☎06-6210-9553

大阪府　暑さ対策

放課後児童会指導員を募集求人

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。

「大阪府暑さ対策情報ポータルサイト」
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6/27（木）～30（日）、高速道路や大阪市内を中心に長
時間・大規模な交通規制を実施予定です。期間中は
マイカー利用の自粛や業務用車両の運行調整にご
理解・ご協力をお願いします。
□問 G20大阪サミット関西推進協力協議会
　☎06-6210-9401

交通
規制

G20大阪サミット開催に伴い
交通規制が実施されます6月は「就職差別撤廃月間」です人権

就職の面接で、本人や家族の出身地や職業、思想・
信条などについて質問することは、本人に責任の
ない事項や本来自由であるべき事項で応募者を判
断することになり、就職差別につながるおそれが
あります。就職の機会均等を保障することの大切
さについてご理解をお願いします。
就職差別110番
採用面接時等の差別について、相談、関係機関の紹
介等を行います。
電話番号　06-6210-9518
時間　月間中（閉庁日を除く）10:00～18:00
□問 府雇用推進室 ☎06-6210-9518

点字広報誌「ヘルシーおおさか21」福祉

府は、健康・医療に関する情報を掲載した点字広報
誌を年2回発行しています。
今回のテーマは『「第3次大阪府健康増進計画」の概
要　みんなでめざす目標と主な取組み、たばこ対
策について』です。
閲覧場所　市役所、ゆうゆうセンター、星田出張所、
ボランティアセンター、青年の家、倉治図書館など
□問 四條畷保健所 ☎ 878-1021

6/1は「人権擁護委員の日」です人権

人権擁護委員が特設人権相談をします。職場・近
所・家庭等での困りごとをご相談ください。
日時　6/6（木）10:00～12:00
場所　ゆうゆうセンター2階　集団指導室
□問 交野市人権擁護委員会 ☎817-0997

声の広報・点訳広報をお届けします広報

目の不自由な人のために、交野市ボランティアグ
ループ連絡会のもと、「広報かたの」を朗読してCD
に録音した「声の広報」と、点字に翻訳した「点訳広
報」を、希望者に配布しています。
また、声の広報の音声データは市ホームページで
公開、点訳広報は市役所本館とゆうゆうセンター
に設置しています。
声の広報協力　朗読グループ「あい」
点訳広報協力　点訳「虹の会」
申込・□問 秘書広報課 ☎892-0121

児童手当に関するお知らせ子育て

6月は児童手当・特例給付現況届の受付期間です
対象者には現況届提出のお知らせを送付していま
す。必ず期限までに提出してください。
児童手当定例払い
6/14（金）に2～5月分を支給します。定例払いはす
でに申請を済ませ、支給認定された人に支払いま
す。未申請・書類不備等に心当たりがある人はお問
い合わせください。
次に該当する時は、必ず届け出をしてください
▷出生などで子どもが増えた（出生日の翌日から
15日以内）
▷転入したとき（転入した日の翌日から15日以内）
▷転出したとき
▷公務員になったとき、公務員でなくなったとき
▷子どもの監護・生計関係がなくなったとき
▷生計中心者が変更になったとき
▷その他、支給要件に該当しなくなったとき
□問 子育て支援課 ☎893-6406

交野市子育てアプリ
おりひめすこやかナビ子育て

イベント情報や予防接種のスケジュールを管理す
るアプリを配信しています。ぜひ、ご利用ください。
※パソコンでも利用できます。
https://katano.city-hc.jp/
□問 子育て支援課 ☎893-6406 健康ポイント事業が変わります健康

市独自で実施していた「おりひめ健康ポイント」
は、昨年度で終了しました。今年度は、10月から府
が開始する「おおさか健活マイレージ　アスマイ
ル」を活用したサービスになります。
詳細は広報9月号でお知らせ予定です。
□問 医療保険課 ☎892-0121
　健康増進課 ☎893-6405Android用iPhone用
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　みなさんは「共食」という言葉をご存じで
すか。共食とは文字通り家族や友人等、誰か
と共に食事をすることです。
　共食をすることで、コミュニケーション力
を育み、食事のマナーを身につけたり、食文
化を伝達するなど多くのメリットがありま
す。しかし、何かと忙しい現代、誰かと時間を
合わせて食事をすることが難しい場合もよ
くあります。
　そこで、家族が揃いやすい朝食や休日だけ
でも一緒に食卓を囲んでみてはいかがで
しょうか。家族や友人・職場や地域の人達と
の楽しい食事を通して、豊かで健康的な食生
活を送りましょう。

『「共食」のススメ』
きょうしょく

健康コラム

7月分センター健（検）診追加募集健康

日程　7/9（火）・22（月）・25（木）
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　▷9日：項目により若干名
　　　▷22・25日：全ての項目受診可
※いずれも先着順。
※対象・定員等は、「わが家の健康管理」参照。
申込・□問 6/3（月）から健康増進課 ☎893-6405

大阪府介護支援専門員実務研修受講試験福祉

対象　医師、看護師、介護福祉士等の試験対象の国
家資格などに基づく業務・相談援助業務のうち、
施設等での相談援助業務に5年以上かつ900日
以上の実務経験を有する人（国家資格等に基づ
く業務の場合は、資格登録日以降の実務経験で、
5年以上かつ900日以上の実務経験）
試験日　10/13（日）10:00～　受験料　9,800円
※別途コンビニ払込手数料129円が必要。
申込書の配布　市役所本館1階受付、ゆうゆうセン
ター、青年の家、星田出張所
申込　7/1（月）までに簡易書留で郵送
□問 大阪府地域福祉推進財団ケアマネ係
　☎06-6763-8044

日本脳炎予防接種健康

日本脳炎は蚊の媒介により感染します。これから
蚊が発生する時期となり、感染予防には予防接種
が有効です。予防接種は必要回数が終了している
かが重要です。不足分（合計4回）がないか、母子健
康手帳でご確認ください。
なお、平成17～21年度に接種の機会を逃した人
（平成19年4月1日以前に生まれた20歳未満）に特
例措置が設けられ、対象年齢が拡大されています。
接種時期　1期（3回）7歳6か月未満
　　　　　2期（1回）9歳から13歳未満
※詳細は「わが家の健康管理」、ホームページ参照。
□問 健康増進課 ☎893-6405

広報かたの5月号21㌻、「交野市議会議員選挙立候補
予定者説明会」の日時に誤りがありました。誤りは
「8/2（金）15:00～」で、正しくは「8/2（金）14:00～」
です。
おわびし訂正いたします。
□問 選挙管理委員会事務局 ☎892-0121

おわびと訂正おわび
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学校教育目標に「未来を切り拓く人間を育成する」、校訓に「翔こ
う（探る・考える・認める・創る）」を掲げ、教職員全員での「『主体
的・対話的で深い学び』の実現に向けた実践研究」の取り組みが高
く評価されての受賞となりました。

第四中学校が大阪府から表彰
優秀教職員団体表彰

4/21に行われた交野マラソンのステージで、市
長が交野の地下水を100%使用した「星のしず
く、きらり☆」が、モンドセレクション2019で最
高金賞を受賞したことを発表しました。現在、国
内で最高金賞を受賞した水道水は交野を含め4品
のみで、府内では初めてとなります。

国際評価機関モンドセレクション2019最高金賞

当日は交通安全作文コンテストの最優秀賞作文の披露をはじ
め、おりひめちゃん・星のあまんも登場した交通ルールの勉強
や、交野高校吹奏楽部による演奏などが行われました。

事故のない社会を目指して
フレンドタウン交野交通安全フェスタ

当日は晴天に恵まれ絶好のお花見日和。参加者
たちは、植松准教授の説明のもと、自生種を中
心とした植物園ならではの桜を楽しんでいま
した。

machiphoto

植物園ならではのお花見
大阪市立大学理学部附属植物園
サクラの観察会

4
13

5
11

「星のしずく、きらり☆」が
最高金賞受賞
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信子 育 て 通

先着12組。
〈要申込〉6/20（木）9：30～

水曜日のみ1歳6か月まで。6/24（月）は13：00～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

6/25（火）10：30～イベント

開催日現在、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〉6/5（水）9：00～

子育て講座
「親子ヨガ」 6/20（木）10：30～11：30

たまて箱

マタニティヨガ＆
ふれあいタイム

6/20（木）10：30～11：00

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 6/5・19・26（水）10：00～12：00

親子戸外遊び 6/10・24（月）9：30～11：30
6/3・17（月）15：00～16：30

お部屋の開放

運動ごっこをしよう

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〉6/3（月）9：30～

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

＃平成レトロ　平成の流行りを振り返っておしゃべりしましょう。
かたつむりのおさんぽ　画用紙とひもでかたつむりを作りましょう。

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。
6/5（水）10：30～
6/13（木）10：30～

おしゃべり会
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7/3（水）

保育室の開放と保育士による手遊びや絵本読み聞かせなど。さくらんぼクラブ 6/17（月）10：00～12：00
おおむね2歳以上。先着20組。持ち物：上靴、タオル、飲み物等。
〈要申込〉随時電話いきいき親子体操 6/18（火）13：00～13：40

保育付子育て講座
「ハッピーママ講座」

6/19（水）10：00～11：30
2階　集団指導室

6/19（水）
10：00～マタニティヨガ
11：00～ふれあいタイム

ほっこりおしゃべり広場

託児付き子育て講座
「イヤイヤ期の子育て
を楽しむために」

6/25（火）10：00～10：45 一人っ子子育てについて

1歳6か月～未就園児の親対象。先着15人（託児は12人）〈要
申込〉6/3（月）9：30～

6/24（月）
9：45～11：15

金曜日のみ1歳6か月まで

雨天や地面の状態が悪い場合は、お部屋開放を行います。
午後開催分は雨天中止。

0歳～おおむね3歳。祝日、ゆうゆうセンター休館日は休み。

おべんとうバス 6/26（水）11：00～

子育てで感じていること等、みんなで楽しく話しましょう。定
員20人。保育人数制限あり。〈要申込〉6/3（月）～

アロマで虫よけスプレー。20組。200円（材料費）
〈要申込〉6/4（火）～

開催日現在、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〉6/12（水）9：00～

10か月～1歳3か月7/4（木）
1歳4か月～1歳11か月7/5（金）
2歳～7/9（火）

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。

6/25（火）10：00～11：00
親子教室
「あしがたアート製作
を楽しもう」
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あまだのみや幼児園
☎892-1351
あさひ幼児園
☎892-0206

高岡幼稚園
☎892-2327

〈園庭〉毎週火・金曜日〈7・11日を除く〉16：30～17：30
6/20（木）10：30～11：30

〈園庭〉毎週月・火・木・金曜日14：00～
15：00、毎週水曜日13：00～14：00

〈園庭〉6/  4(火)9：30～11：00
〈室内〉6/13(木)9：30～11：00

〈園庭〉6/11（火）9：30～11：00
〈室内〉6/14（金）9：30～11：00

〈園庭〉6/18(火)9：30～11：00
〈室内〉6/13(木)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。

祝日は休みです。
駐車場はありません。

ほしだ幼稚園
☎891-3856

〈遊ぼう会〉
7/5（金）10：15～11：45

七夕製作を行います。26年4月2日～29年4月1
日生まれ。先着20組。
〈要申込〉6/26（水）10：30～☎894-2697

ひかりの子幼稚園
☎891-9000

〈園庭・室内〉6/5・19（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

〈ピッコロクラブ〉
7/1（月）10：30～11：30

29年4月2日～30年4月1日生まれ。定員20組。
500円（傷害保険料含）。持ち物：水筒・上靴
〈要申込〉（株）エルステップス☎06-6943-4411

交野幼稚園
☎891-2333

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

7/2（火）
2階　お年寄り健康教室
〈ミニ講座開講時間〉
①13：50～14：20
②14：30～15：00
③15：10～15：40

離乳食のすすめ方や作り方についてミニ講座と展示。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 6/18（火）12：50～14：00受付 29年11月生まれ
3歳6か月児健診 6/12（水）12：50～14：00受付 27年11月生まれ

7/  2（火）12：50～14：00受付 31年2月11日～31年3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。

7/3（水）
9：30～12：00
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〉6/6（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

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

①赤ちゃんを知ろう
　7/  3（水）9：20～12：00
②妊娠中も健康に！
　7/11（木）9：20～12：00
③家族で赤ちゃんを迎えよう！
　7/27（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のみ味噌汁（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〉6/6（木）から先着順

パパママ☆
マタニティー
教室
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お の で ら

さ と う

えつこ

こ で ま り

と よ だ たくみ

さいとう ひろし

もじもじこぶくん

かめくんのさんぽ　

ちいさなハンター

初恋まねき猫

鉄道会社で行こう！

らくごで故事成語笑辞典

小野寺 悦子　福音館書店

なかの ひろたか　福音館書店

佐藤 まどか　講談社

小手鞠 るい　講談社

豊田 巧　集英社

斉藤 洋　偕成社

児
童
書

70歳のたしなみ

サバティカル

シーソーモンスター

土井善晴の素材のレシピ

人生に、上下も勝ち負けもありません

伊藤まさこの器えらび

坂東 眞理子　小学館

中村 航　朝日新聞出版

伊坂 幸太郎　中央公論新社

土井 善晴　テレビ朝日

野村 総一郎　文響社

伊藤 まさこ　PHPエディターズ・グループ

一
般
書

ばんどう ま  り  こ

なかむら こう

い さ か こうたろう

ど   い よしはる

の む ら そういちろう

い と う

●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

いろのかけらのしま
っしょに読んで  科学・知識の絵本

　世界で高く評価され、数々の賞を受賞した韓国の絵本のご紹介です。
　東洋画の技法を用いた墨一色の世界で際立つ、色とりどりのかけら。「いろのかけ
らのしま」は漂流するプラスチックのかけらによって、海の真ん中に新しくできた島
でした。島を見て最初は驚く渡り鳥たちも、じきに慣れて、噛んでみたり身にまとっ
てみたり。好奇心旺盛な姿がかわいらしく描かれます。しかし、ページをめくってハ
ッとします。閉じ込められて出られなくなったり、えさと一緒に飲み込んでしまった
り…それは鳥たちにとって、命に係わるとても危険なことなのです。
　6月5日は環境の日です。表紙に描かれた鳥の悲しげな表情に込められた思いに気
づいた時、我々人間は何をすべきか、子どもたちと一緒に考えてみませんか。

い

BOOK COOK&

❶ フライパンに油を熱し、牛ミンチを炒める。
❷ 玉ねぎ、にんじん、セロリーを加えて炒める。
❸ トマト水煮を加え、調味料で味付けをする。

❹ 湯がいたミニペンネを加える。
❺ パセリを加えて、できあがり。

牛ミンチ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ミニペンネ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
玉ねぎ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
にんじん・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
セロリー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
パセリ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
トマト水煮・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
カレー粉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
トマトケチャップ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ウスターソース・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
塩・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
油・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

200㌘
200㌘
400㌘
80㌘
5㌘
少々
160㌘
少々
160㌘
24㌘
少々
適量

お家で作ろう学校給食メニュー

ペンネのミートソース煮

今月のおすすめ本
BOOK

COOK

材料（4人分）

1. ミニペンネは固めに塩茹でする。
2. 玉ねぎ、にんじん、セロリー、パセリはみじん切りにする。
3. トマト水煮は、1㌢角に切る。

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/）

イ･ミョンエ／作・絵　生田美保／訳　ポプラ社
いく た み ほ
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■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。6月のごみ収集日

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

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 5日 12日 19日 26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

※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。

炊飯器を買い替えて古いのを捨てるんだけど、
有料指定品目だから観念して粗大ごみ処理券買いにいかなくっちゃ。
これも無料になる裏ワザがあれば良いのにね～。

あら、小さい家電なら無料で捨てれるわよ。

え～、指定品目は大きさ関係なく有料なんじゃないの？

月

火

木

金

　市内11か所に「小型家電拠点回収BOX」を設置しています。
　投入口の大きさは縦30㌢×横40㌢。ここに入る大きさのものに限りますが、有料指定品目
の家電でも、ここに入れていただければ無料で回収しています。

設置場所
市役所本館、青年の家、倉冶図書館、いきいきランド交野、ゆうゆうセンター、星田出張所、
星田会館、倉冶公民館、交野会館、私市会館、環境事業所

小型家電拠点回収BOX対象品目
携帯電話・電話機、デジタルカメラ、パソコン、プリンター、ヘアドライヤー、炊飯器など
※電池類、蛍光灯・電球、CD・DVD等は入れないでください。

そうなんです ! 小型家電は
無料で捨てる方法があるんです。

縦30㌢×横40㌢の投入口の
大きさに入るものに限ります。
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sachi_victor

＠katanoswitch

＃鯉のぼり　＃星の里いわふね　＃毎年恒例

otonaart.kodomoart

＃こどもアート　＃星田　＃eggs

tonhimebuu

＃カタクリの花　＃春の妖精　＃私市植物園

mits.kikugawa

＃かたのツーリズム　＃トワイライト　＃交野山

massun.win

＃桜ソングが歌いたくなる　＃免除川

koji .type5

＃ふたりの冒険　＃星田

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。
来月は七夕、力作をお待ちしています。
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▲ 神宮寺ぶどう

　前回までは交野山等での、花崗岩の固い部
分が作る巨岩にまつわる歴史と地質のお話を
しました。今月は花崗岩の柔らかい部分が作
る地質による歴史のお話を紹介します。
　交野山麓の神宮寺地域に、「崖錐」という山地
の斜面の土砂が扇状地を形成した地形の箇所
があり、この付近にはぶどう園が並んでいま
す。
　この土砂には、花崗岩が風化してできた「真
砂土」と呼ばれる白い土砂の地層があります。
真砂土は粒が粗く水はけが良いため、たくさん
の水をためる必要がある水田には向きません。
反面、適度な乾燥が必要な果物の栽培には向い
た土地といえます。この地域で盛んなぶどう栽
培も、地質が育んだ歴史の一つなのです。
　ただし、こうした地質を生かしたぶどう栽培

も最初からうまくいった訳ではありません。戦
後間もないころ、神宮寺の水はけが良い真砂土
の特性を生かして桃の栽培が行われました。し
かし、この真砂土は栄養に乏しい土壌になると
いう特性もあり、長年の連作により桃の収穫は
激減しました。
　そこで桃に比べて栄養の少ない土壌でも育
ちやすいぶどう栽培に切り替えたところ、甘さ
と適度な酸味が同居するおいしいぶどうが作
られるようになり、今では交野ブランド「カタ
ノのチカラ」に認定され、地域を盛り上げる名
産品となりました。
　花崗岩が作る真砂土の土壌と、この地質を生
かした果樹の栽培に試行錯誤した努力の歴史。
この、おいしいぶどうも「歴史×地質」のたまも
のだと思います。

□問 社会教育課文化財係 ☎893-8111

か こ う が ん

がいすい

さ つ ち

ま

▲ 神宮寺の崖錐
　（神宮寺遺跡の発掘調査風景より）

▲ 真砂土

シレ
歴 史 × 地 質
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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。6/7（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 浜崎 ☎894-1798

はまざき

ソフトボール　大池元町Fs
幅広い年齢層で楽しんでます。毎
月第3日曜8：30～12：00。旭小学
校。18歳以上の男性対象。年1万
円。
□問 市川 ☎080-8515-8123

かたの写真同好会・会員募集
仲間と一緒に好きな写真を楽しみ
ませんか。毎月第3日曜9：30～
12：00。青年の家。年3,000円。
□問 松本 ☎891-2998

ピラティス・ヨガ
初めてでも安心。楽しく体を動か
しましょう。無料体験あり。（ピラ
ティス）火曜13：00～と金曜14：
30～。（ヨガ）金曜13：00～。青年
の家。女性対象。月3,500円。
□問 古川 ☎090-5057-0196

交野俳句会会員募集
初心者歓迎。気軽に俳句を始めま
せんか。毎月第1日曜13：00～。青
年の家。月1,000円。
□問 大村 ☎894-0816

ふるかわ

おおむら

まつもと

自治都市・平野郷を探訪
参加自由。古文化同好会の歴史ウ
オーク。案内は高尾秀司氏。弁当持
参。6/8（土）9：00～15：00。河内磐
船駅。200円（資料代）。
□問 村田 ☎892-2326

むらた

表装同好会作品展
新作掛軸ほか展示発表いたしま
す。6/11（火）～16日（日）9：30～16：
00。青年の家ロビー。無料。
□問 松原 ☎891-8685

かたの写真同好会6月例会
例会見学大歓迎。お気軽にお越し
ください。6/16（日）9：30～12：
00。青年の家。無料。
□問 松本 ☎891-2988

おかしなてがみ・折りてがみ
楽しいてがみのおくりかた。6/15
（土）13：30～15：30。ゆうゆうセン
ター。定員30人。300円。要申込
（6/14まで）
□問 美濃 ☎080-6162-6962

ありがとう笑いヨガ
笑いと腹式呼吸を組み合わせた健
康体操で元気UP。6/16（日）13：30～
15：00。ゆうゆうセンター。500円。
□問 藤谷 ☎090-3038-5085

み　の

廃食油回収
使い終わった油、期限切れの食用
油の回収です。6/15（土）9：30～
10：30。市内17か所。無料。
□問 代永 ☎892-8568

よなが

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。6/12（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

◆稽古（全10回）
　と　き　7/21（日）・31（水）・8/2（金）・4（日）・8（木）・9（金）・10（土）・17（土）・
　　　　   22（木）・23（金）
　時　間　いずれも10：00～11：30　ところ　青年の家
　対　象　小学生　定　員　15人（抽選）　費　用　無料
◆発表会
　と　き　8/24（土）10：30～
　ところ　青年の家
◆申込み　はがきに①住所②氏名（ふりがな）③年齢④学校名・学年⑤
　　　　　電話番号を記入し、7/1（月）（消印有効）までに〒576-0065
　　　　　向井田3-332-1　伝統文化交野箏曲こども教室事務局
◆問合せ　同事務局 ☎893-3938

ひいてみよう　おこと
～文化庁事業・伝統文化親子教室～

いちかわ

仲間募集

催　し

恒例　バザー開催
日用品から玩具までいろいろあ
り。雨天決行。6/8（土）10：00～。交
野会館。
□問 交野市国際交流協会
　 ☎894-1113

サウンド会　社交ダンス交流会
巡り合い。リボン有り。茶菓子・フ
ルーツ付き。6/8（土）・23（日）13：10
～16：40。ゆうゆうセンター。800
円。
□問 畑中 ☎090-4648-1775

市民の
ひろば

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。

8月号の締め切りは6/28（金）

ひらのごう

ティーズエコー

た か お ひ で し

はたなか

生きる食体験
梅の木見学と梅干しづくりをしま
す。6/9（日）9：30～14：30。こども
食堂はぐはた。1,500円。
□問 河合 ☎090-6057-8261

かわい

ふれあいマーケット
手作り小物のお店やアマノンガー
ショー等。6/9（日）10：30～15：
00。ケアハウスきんもくせい。無
料。
□問 ケアハウスきんもくせい
　 ☎895-2468

スポーツウェルネス吹矢体験会
健康に良い吹矢。一度体験してみ
ませんか。6/9（日）・17（月）13：00～
16：00。いきいきランド交野。無
料。
□問 寺島 ☎090-2116-0054

T's Echoコンサート
交野市で活動中の女声合唱コン
サートです。6/8（土）19：10開場。
19：30開演。寝屋川市アルカス
ホール。無料。
□問 香村 ☎090-3995-2863

こうむら

てらしま

まつばら

まつもと

ふじたに

交野水彩画会・水無月展
水彩画約40点展示します。会員募
集中。6/18（火）～23（日）9：30～16：
30。最終日は16：00まで。青年の
家ロビー。無料。
□問 佐々木 ☎891-0883

ささき
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塗り絵おりひめちゃん

子供ピンポン大会
上靴持参。種目は1～4年S・5～6年
S。7/28（日）9：30～13：00。いきい
きランド交野。市内在住の小学生
対象。無料。
□問 鶴谷 ☎090-2191-1597

ほしだ園地・つり橋
暑くなります。一般向け8㌔。降水
確率60%で中止。7/13（土）9：00
～。河内磐船駅。200円（保険代）。
□問 鶴園 ☎891-6002

合唱体験交流会 ー四季の会ー
懐かしの歌など、みんなで楽しく
歌いませんか。6/19（水）10：00～
11：50。青年の家。無料。
□問 早川 ☎090-4905-8844

はやかわ

ゆかた着付講習会
ゆかたをステキに着て出かけませ
んか。7/2（火）青年の家武道館。7/3
（水）幾野集会所。いずれも10：00～
12：00。18歳以上の女性対象。無
料。
□問 和装技術着物着付教室の清水
☎090-1963-8927

うたごえ喫茶＆平和のつどい
7/7（日）13：00開場。13：30開演。
ゆうゆうセンター。大人500円・子
ども300円。
□問 交野うたう会の加藤
☎893-3739

いずみ    れいか

ファミサポの簡単な説明会付
き。6/27（木）10：00～12：00。
ゆうゆうセンター。子育て中の
人対象。定員20人（保育付は15
人）。無料。
□申 ･□問 6/10（月）10：00から
ファミリー・サポート・センター
☎893-0757

保育付きママの
リフレッシュ・ヨガ カウンセラー入門講座・説明会

6/20（木）10：00～11：30。青年の
家・ラポールひらかた。18歳以上対
象。無料。
□問 京阪総合カウンセリング交野支所
☎814-7140

あしたへ!
発達障がい等気になる人、お話し
しませんか。6/20（木）10：00～12：
00。いきいきランド交野。100円。
□問 中野 ☎891-9040

なかの

笑いヨガ　ヒフミチャン
とても簡単です。何もかも忘れ元
気アップ。6/20（木）13：30～15：
00。交野会館。500円。
□問 岡田 ☎080-2411-6105

おかだ

三島神社から花博公園
大樟見物から公園へ。一般向け8
㌔。小雨決行。6/22（土）9：00～。河
内磐船駅。1,000円（保険含む）。
□問 鶴園 ☎891-6002
寺と仏像セミナー「仏像」
参加自由。古文化同好会の勉強会。
講師は高尾秀司氏。6/22（土）10：
00～12：00。青年の家学びの館。
200円（資料代）。
□問 村田 ☎892-2326

むらた

ゆかたを着付けて夏祭りに
浴衣が一人で着れるって素敵です
よね。6/29・7/6（土）10：00～12：
00。青年の家武道館。各500円。要
申込。
□問 交野着物着付同好会Aの吉田
☎891-9240

包丁・ハサミ研ぎ
切れなくなった包丁・ハサミの研
ぎです。6/19（水）・20（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

文化箏を弾いてみませんか
小さな箏で手軽に楽しめます。初
心者歓迎。6/19（水）10：00～。青年
の家学びの館。無料。
□問 金子 ☎080-4569-3030

かねこ

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
Ａ
４
サ
イ
ズ
版
を
公
開
し
て
い
ま
す
。完
成
し
た
塗
り
絵
を
送
っ
て
い
た
だ
く
と
、

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
へ
の
掲
載
や
、イ
ベ
ン
ト
等
で
掲
示
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

【
申
込
】〒
５
７
６ｰ

８
５
０
１　
秘
書
広
報
課
広
報
担
当

htt
ps://w

w
w
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交野市長杯ソフトテニス大会
7/7（日）9：00～。私部公園テニス
コート。予備日は7/15（祝）。中学生
以上対象。中学生1ペア800円。一
般1ペア1,200円。要申込（6/25ま
でに青年の家）
□問 飯塚 ☎892-7464

作　泉  麗香

つるぞの

つるたに

よしだ

しみず

つるぞの

いいつか

かとう

乳幼児のお母さんの為の講習会
子どもの生活・家事と時間の回し
方。託児有り。7/12（金）10：00～
12：00。ゆうゆうセンター。300円。
□問 岩井 ☎090-8056-9084

いわい

た か お ひ で し
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人
口
と
世
帯（
4月
末
時
点
） ：
 世
帯
 ：
 32,667世

帯
人
口
 ：
 77,802人

　
男
 ：
 37,554人

　
女
 ：
 40,248人

ＦＡＸ

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。

オリジナルのヨシおはぎとヨシ塩を商品開発しました。おはぎは、とて
も鮮やかなグリーンが食欲をそそります。ヨシあんもほんのり甘く、他
に五穀米をブレンドしたもち米ときな粉を使用しています。ヨシ塩は
河内ワインのワイン塩とセットでテイクアウト可能です。 6月は交野ルビー（ジャガイモ）とオイルサーディンの

アヒージョです。ニンニクの香りが食欲をそそり、赤
唐辛子がアクセントに。当店ではオリーブオイルとひ
まわりオイルをブレンドしています。パンにもご飯に
も合う1品です。

コーヒーとおはぎ2個付600円（税抜、テイクアウト含め要予約）

季節野菜のアヒージョ（1,000円～）

休
P

大阪市北区天神橋2‐3‐2 栗山ビル1F

不可 22席 無 地下鉄谷町線南森町駅4-B出口から徒歩約1分
ランチ11：30～14：30 ディナー17：00～22：00 不定休

090-8570-1607

ヨシ塩とワイン塩  2本で500円（税抜）

忘 れ な い忘 れ な い




