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特集
ひとりで悩まず
みんなで子育て

交野マラソン2020

11月は児童虐待防止推進月間です

子育てしているみなさんへ

ひとりで悩まず
みんなで子育て

子どもはすぐ泣くし、寝てくれないし、言うこと聞かないし、
思うようにいかない。ああ…もうイヤ！
こんなことはありませんか。虐待の理由にはいろいろあります
が、こういう気持ちから始まることもあります。
ぽらりすひろばに来たお母さんたちに、子育てでどんなことに
悩み、どのように乗り越えたのかを聞いてみました。

☎893 6406
子育て支援課

子育てに悩んだときは︑まず相談を

年 度の市 内 虐 待 相 談 件 数

児 童 虐 待 は ︑全 国で年々増 加してい

ます︒平 成

件増加

５６

づくりを心がけましょう︒

優しい声かけとともに顔の見 える関 係

ん ︒日 ご ろ か ら 子 育 て 中 の 親 子には ︑

求めている 子ども がいるかもしれませ

りにも 育 児に 悩 んでいる 親 や ︑助 け を

所になること が 大 切です ︒あ な たの周

子 育て中の親 子にとって心 地 よい居 場

児 童 虐 待 を防 止するには地 域 全 体 が︑

と地域のつながりが薄れつつあります︒

近 年 ︑核 家 族 化などから子 育て世 帯

子育て中の親子にとって心地よい地域へ

ださい︒

きには ︑
一人で抱 え 込 ま ず ︑相 談してく

子どもに関わるのがつらいと感じたと

たまって︑
つい子どもを叩いてしまう …
︒
これは︑誰にでも起こり得ることです ︒

い︒このよ う な 悪 循 環 か らストレス が

う ︒さ らに子 どもは 言 うことを 聞 かな

イ ラしてし まって 子 ど も を 怒ってし ま

子 育てが思 うようにいかなくてイラ

しました︒

は１５９件で︑前 年 度 と 比べ

３０
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あなたの子育てを応援する場所があります。

つどいの広場
（ゆうゆうセンタ−内）

ぽらりすひろば
（第１児童センター内）

星田地域子育て支援センター
（星田こども園内）

交野市地域子育て支援センター
（私部２−２９−５）

d 子育て講演会 d
テーマ：子どもとともに育つ子育て 〜子どもと一緒に泣いて笑って、不安になって〜
講

はし もと

師：橋本 めぐみさん（スクールソーシャルワーカー、スクールカウンセラー、児童虐待防止
協会 企画専門員）
日 時：11/26（火）10：00〜12：00
場 所：ゆうゆうセンター ４階 多目的ホール ※保育（人数制限あり。要申込）があります。
費 用：無料
申 込：11/22（金）までに子育て支援課 ☎893 6406

虐待かもと思ったら迷わず連絡してください

もし︑あなたの周りで
﹁子どもが虐待

を 受 けているかも ﹂と思ったときは︑虐
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待をしているという 確 信 がなくても迷

「心理的虐待」とは、言葉による脅かしや
無視などをいいます。ネグレクトと呼ばれ
る「保護の怠慢・拒否」
（ 食事を与えない、
ひどく不潔にする等）
も増えています。

わ ず 連 絡 してく だ さい︒連 絡 し た 方の

相談は心理的虐待が最も多い状況です

秘密は守られます︒あなたの連絡で︑困

62人
（39%）

３０

っている親子への支援が始まります︒

72人
（45%）

２９

相談・連絡先

心理的虐待

１２

●家庭児童相談員
︵子育て支援課内︶
︵直通︶
☎８９３ ー６４０６

保護の
怠慢・拒否

1人
（1%）

土日祝︑ 月 日
︵日︶
〜１月３日
︵金︶
を除く
※
午前９時〜午後５時 分

24人
（15%）

性的虐待

●児童相談所全国共通ダイヤル
☎１８９
︵いちはやく︶

身体的虐待

お住まいの地域の児童相談所
︵大阪府は子
※
ども家庭センター︶
につながります︒

平成３０年度市内の
児童虐待相談種別件数

か

た

の

交野マラソン2020

後援

笑顔で走ろう春の交野路

「交野マラソン2020」
のエントリーが11/１
（金）からスタートします。
交野マラソンは走ることを楽しむ
「ファンラン」
であり、誰でも気軽に参加できる大会です。前回大会は、
北は北海道、南は九州から５,５００人ものランナーが参加しました。会場にはお楽しみがいっぱいあります。
みなさんぜひご参加ください。

開催日

令和2年

エントリー開始！
区

分

定員数

参加費

10キロ

一般（男・女）

4,000人

3,500円

3キロ

一般（男・女）

450人

3,000円

3キロ

中学生

150人

2,000円

3キロ

小学生（４〜６年生）

400人

2,000円

1.5キロ

小学生（１〜３年生）
〈ペアの部〉

100組
200人

2,000円

小学生（１〜３年生）

200人

1,000円

ラン&ウオーク
（障がい者の部）

20人

1,000円

4/19

【雨天決行】

コース
いきいきランド交野（メイン会場）
および交野市内の公道

エントリー期間

１１月1日（金）〜
令和２年 2月２９日
（土）
大会HPは

※「ラン&ウオーク
（障がい者の部）」
は、障がい者・車いす常用者が
対象です
（競技用車いすは不可。30分以内に完走・完歩できる人）

交野マラソン実行委員会事務局
１１月１日〜

☎892 7727 平日１０：００〜１６：００

✉

交野マラソン
主
主
後

催：交野マラソン実行委員会
管：交野市体育協会
援：交野市、交野市教育委員会
交野マラソン組織委員会
4

1 インターネットからエントリー
RUNNET ホームページ

エントリー
方法は３種類

2 郵便振替口座でエントリー

専用払込票付きの募集要項を市内公共施設で配布しています。

3 いきいきランド交野でエントリー

1 階受付で配布している専用申込用紙で直接申し込みできます。
受付時間 月〜土曜日
（火曜日除く）10:00 〜 20:00
日曜日・祝日 10:00 〜 16:00
※受付時間は施設の開館時間とは異なります。
※年末年始（12/28 〜 1/3）
はお休みです。

「交野マラソンの魅力」
の一部をご紹介
沿道・ゲームズメーカーの応援が魅力
全国的にも珍しい１０ｋｍコースで公道を使用している大会
ですので、沿道応援とランナーとの距離がとても近いです。
地元区を中心とした沿道でのハイタッチや手旗での応援、
交野高校・関西創価高校吹奏楽部の演奏、ダンスの応援等
があり、沿道応援が途切れず、ランナーのみなさんから
「あた
たかい応援に励まされた」
などの声をいただいています。

会場内には飲食・物販ブースも充実
地域振興・おもてなし部会が中心となり、地元事業者によ
る会場内の飲食や物販、ゲームなど様々なお店が並びます。
前回大会からお酒の販売も開始しました。
協賛事業者のスポーツ店や飲食店と一緒に会場をお祭り
のように盛り上げていただいています。

ゲームズメーカーキッズ
（子どもボランティア）
「キッザニア甲子園」協力のもとスタートし、今年で３年目に
なります。
「走るのが苦手な子でも、この大会に関わり、学びながら
楽しんでほしい。」という想いで小学生を対象にゲームズメー
カーキッズを募集し、大人のゲームズメーカーと一緒に大会
運営のお手伝いをしていただいています。
子どもたちの
「ナイスラン」
などの笑顔の声かけで、会場内
を明るく元気にしていただいています。

お好きな名前と写真で
記念ゼッケンが作れる！
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大会記念ゼッケン

1,000円（ペアの部：1,500円）

詳しくは
大会HPで！

おりひめちゃん

第２８回
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健康福祉フェスティバル
問 健康増進課 ☎893-6405
□

日時
場所

11/10（日）10:00〜15:00
（雨天決行）
ゆうゆうセンター

健康や福祉に関する相談や体験コーナー、模擬店など、楽しいコーナー盛りだくさん。
おりひめちゃんや星のあまん、にじ丸ちゃんも来てくれます。
家族そろってお越しください。
※詳細はホームページをご覧ください。また、このイベントは大阪府の健康アプリ「アスマイル」の
対象事業です。ぜひご利用ください。

ふれあい広場
（ゆうゆうセンター正門〜東門）バザー・ゲーム・飲み物・食べ物・手作り品などの模擬店

ゆうゆうセンター内

（１〜４階）

各団体の展示、体験コーナー（医師会・歯科医師会・薬剤師会コーナーほか）

星のあまん

交流ホールイベント（手話通訳あり）
9:45 オープニングセレモニー

にじ丸ちゃん

12:15 休憩

10:10 交野高校吹奏楽部演奏

13:00 和太鼓演奏

10:40 献血に関する啓発

13:30 手話付き合唱

11:00 タバコはやめてほしいなぁ

14:00 啓発紙芝居「サルカニ バイオレンス」

11:20 元気アップ体操

14:25 交野高校吹奏楽部演奏

11:55 みんなであ・そ・ぼ！
【注意事項】
△

当日は、ゆうゆうセンターの駐車場は利用できません。第四中学校グラウンドの臨時駐車場（16:00まで）を
ご利用ください。臨時駐車場には限りがありますので、できるだけ公共交通機関をご利用ください。

△ △ △

11/8（金）17:30以降は、ゆうゆうセンター東側のA駐車場は利用できません。
当日、ゆうゆうバスの運行はありません。また、臨時駐車場からの送迎バスもありません。
11/8（金）〜10（日）、ゆうゆうセンターの部屋の貸し出しは行いません。
また、11/10（日）は部屋の申込受付も行いません。

△

当日7：00時点で、暴風・大雨・洪水のいずれかの警報が発令されている場合は、フェスティバルを中止します。
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星田会館図書室がオープン

問 倉治図書館 ☎891-1825
□

12/1（日）、星田コミュニティーセンター図書室の機能を移転した「星田会館図書室」がオープンします。これを
記念してオープニングイベントを開催します。いずれも費用無料！
オープン日時
場所

12/1（日）12:00

星田会館（星田3-4-3。駐車場に限りがあります）

イベント参加費
申込

無料

11/1（金）10:00〜

①→市内各図書施設

②〜④→倉治図書館

①読書の木を育てよう

④ぬいぐるみおとまり会

おすすめの本の紹介・感想を葉っぱの形の紙に書い

大好きなぬいぐるみと一緒におはなし会に参

て応募してください。

加し、その後ぬいぐるみは図書室にお泊りしま

図書室内の「読書の木」に貼りだします。

す。夜の図書室で過ごすぬいぐるみの写真をプ

対象

レゼント！

市内在住の小・中学生
倉治図書館、青年の家図書室、

受付

こども図書室

おはなし会

葉っぱの配布・回収

16:00〜
16:30〜17:00

ぬいぐるみのお迎え
②読書手帳を作りましょう

場所

製本の仕組みを学び、糸綴じによるオリジナルの読
書手帳を作ってみませんか。
時間

11:00〜11:45

場所

星田会館1階

対象

市内在住の18歳以上

12/3（火）13:00〜17:00

星田会館図書室こどものへや
（児童書コーナー）

対象

両日参加できる市内在住の年少〜
小学1年生と保護者（初参加優先）

ロビー

定員
定員12人

持ち物

15組（先着）
お気に入りのぬいぐるみ1体

③親子で楽しむわらべうた・絵本
絵本に囲まれたお部屋で楽しみましょう。
時間

11:00〜11:45

場所

星田会館図書室こどものへや
（児童書コーナー）

対象

市内在住の未就園児と保護者

定員

15組（先着）

講師

野の花文庫主宰

いわでけいこ

岩出景子さん

議長・副議長・監査委員が決まる

問 議会事務局 ☎892-0121
□

市議会は、令和元年第2回議会定例会で、
くぼたさとし

議長に久保田哲議員（市民クラブ）、副議長
おかだともまさ

に岡田伴昌議員（大阪維新の会）を選出し
ました。

み う ら み よ こ

また、監査委員（議会選出）に、三浦美代子
議員（公明党）を選任同意しました。
久保田哲議員
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岡田伴昌議員

三浦美代子議員

令和2年度認定こども園等の入所申込

問 こども園課 ☎893-6407
□

令和2年4月からの、市内の市立・私立認定こども園、小規模保育施設への入所申込を受け付けます。
申込

11/29（金）17:30までにゆうゆうセンター2階

こども園課

※入所申込者には、令和2年1月中旬に「入所内定」または「入所保留」を通知します。
「入所保留」の場合は、内定
者の辞退など欠員が生じた場合に、令和2年1月末日までに入所申込をした人とともに再選考を行い、2月中旬
に新たな内定者を決定します。
提出書類
①施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定（変更）申請書兼入所申込書
②保育の利用を必要とする証明書
※いずれも市ホームページからダウンロードできます。
【保育を必要とする理由】
保育を利用する場合は、以下の保育を必要とする証明が必要となります。
●就労

●妊娠、出産

●保護者の疾病、負傷、障がい

●同居または長期入院している親族の介護、看護

●災害復旧

●求職活動（起業準備含む）

●就学（職業訓練含む） ●虐待やDVの恐れがある
●育児休業中に、すでに保育を利用している子どもがいて継続利用が必要
●その他、前述に類する状態として市が認める場合
園

名

私
立

認定こども園
市
立
私
立

小規模保育施設

交野保育園
わかばこども園
ふじが丘保育園
倉治こども園
私部保育園
第2きんもくせい保育園
星田こども園
ふじがお幼稚園
ひかりの子幼稚園
第1認定こども園
（あまだのみや幼児園）
※令和2年4月から社会
福祉法人による民営化を
予定しています。
第2認定こども園
（あさひ幼児園）
第3認定こども園
（くらやま幼児園）
天野が原保育園
にこにこ保育園
ぽっかぽか7丁目保育園
ひかりの子保育園
きらきら保育園
私市保育園
さくら保育園

住

所

松塚11-10
私部1-22-1
藤が尾3-1-1
倉治1-1-12
私部1-51-1
郡津5-76-1
星田3-10-8
藤が尾3-1-2
東倉治4-2-13

対象児童

生後6か月経過後〜5歳児

3歳児〜5歳児
（H26.4.2〜H29.4.1生まれ）

私市1-29-1
生後8週経過後〜5歳児
星田5-2-12
幾野3-18-1
天野が原町2-14-23
私部西2-2-1
星田7-39-2
東倉治4-2-13
梅が枝44-301
私市4-48-2
森南1-9-13

生後4か月経過後〜2歳児
生後2か月経過後（要相談）〜2歳児
生後6か月経過後〜2歳児
2歳児のみ（H29.4.2〜H30.4.1生まれ）
生後8週経過後〜2歳児
生後8週経過後〜2歳児
生後4か月経過後〜2歳児
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星の里いわふね
日時

12/22（日） 場所

申込期間

冬のワクワク教室

問 星の里いわふね ☎893-3131
□

星の里いわふね

11/6（水）〜12/15（日）9:00〜20:30に参加費を添えて星の里いわふね

※11/8（金）以降は☎で仮申込できます。
教室名
1

2

内容

子どもトールペイント教室
「トールペイントで
メリークリスマス」
子ども科学教室
『衝突のふしぎ』すっとび
ボールを作ろう

トールペイントで
クリスマスプレート
作り
おもちゃ作りを通じ、
「衝突のふしぎ」に迫る

時間
10:00〜
12:00

10:00〜
12:00
10:00〜
11:00

3

正月の松飾り

手作りの松飾り

4

初めての和太鼓

叩き方を基礎から練習

5

おもちゃ作り

楽しいおもちゃを
作ろう

13:00〜
14:00

6

クリスマスアレンジ

プリザーブドフラワー
やヒバを使った
飾り作り

13:00〜
15:00

7

手作りスノードーム

世界に一つだけの
スノードームを作ろう

13:00〜
14:00

13:30〜
14:30〜

対象

定員

参加費

20人

700円

30人

500円

15人

1000円

10人

500円

10人

500円

30人
小学生以上
（低学年は
保護者同伴） 20人

100円
1000円

15人

500円

小学生以上
（低学年は
保護者同伴）

成人

小学生

小学生

※同日、交野高校美術部によるフェイスぺインティング体験もあります。11:30〜13:30。先着30人。無料。

消費者相談

クレジットカードのリボ払い利用は慎重に考えて

Ｑ
A

販売店でクレジットカードの支払方式のリボルビング払い（リボ払い）を勧められました。
どんなものですか？

助言

リボ払いには以下の特徴があります。
①手数料が高額で実質年率15％程度かかる。
②支払残高がある限り支払いが続き、次々買い物すると支払額が増え、支払期間が延びる。
利用する場合は、明細などで支払残高をしっかり確認し、慎重にしましょう。

リボ払いは月々の支払いを一定の金額に固定して、金利とともに返済していくものです。
よくわからないまま利用すると返済困難に陥るおそれがあり危険です。

ゆうゆうセンター1F
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人権と暮らしの相談課

消費生活センター ☎891‑5003

初冬のバードウオッチング

自然

イベント情報

ハイキング道を歩きながら、冬鳥を観察します。
日時

11/17(日)9:00〜15:00(雨天中止)

集合

津田駅前(バスロータリー側)

指導

交野野鳥の会

申込

当日集合場所

コース

国見山→いきものふれあいセンター

持ち物

弁当、
飲み物、
雨具、
あれば双眼鏡・野鳥図鑑

問 いきものふれあいセンター ☎893-6520
□

自転車を楽しもう!
みかん狩り＆ツーリングへ

観光

自転車に乗って参加するイベントです。
日時

11/17(日)10:00〜15:00(雨天中止)

集合

いきいきランド交野

定員

30人(先着)

対象

正面広場

費用

小学生以上の市民(小学生は保護者同伴)
小学生300円、中学生以上500円

▷Aコース

神宮寺みかん園→寝屋川公園→

▷Bコース

神宮寺みかん園→いきいきランド交野

アウトドア
第16回交野しぜんしらべたい

自然

免除川沿いで生き物を調べよう。
日時

11/4(月)9:30〜15:00(雨天中止)

集合

機物神社

コース

持ち物

あれば双眼鏡・ルーペ

交野山ナイトハイク

自然

昼とは違う真っ暗な山道を歩いてみませんか。
日時

11/9(土)16:30〜

集合

(約6㌔)

参加費

昼食、飲み物、タオル、帽子、あればヘル

メット(自転車乗車時に着用)

問 11/1(金)から交野みどりネット事務局
申込・□

☎892-0121

交野三山巨石めぐり

観光

昼食、
飲み物、
帽子、
筆記用具、
バインダー、

問 交野みどりネット事務局 ☎892-0121
申込・□

いきいきランド交野(約16㌔。
小学3年生以上対象)

持ち物

源氏池→源氏の滝→白旗池(約5㌔)

交野里山ビジターセンター

定員

20人

2,000円

※登山装備・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」ま

たは下記まで電話

問 かたのツーリズム推進協議会
□

☎070-7528-6174

おおさか山の日
生駒花屏風ハイキング

自然

植樹や記念品抽選会もあります。
日時

集合

11/9(土)9:30〜(雨天時は翌日に延期)

星の里いわふね

コース

ほしだ園地森林鉄道風歩道橋→星のブラ

ンコ→やまびこ広場(初級者向け約6㌔)

主催
申込

生駒山系森づくりサポート協議会
当日集合場所

問 環境衛生課 ☎892-0121
□

日時

集合

11/23(祝)9:00〜16:00(雨天中止)

コース

河内磐船駅

かいがけの道→竜王山→旗振山→交野山

→白旗池(昼食)→源氏の滝→機物神社→倉治公

ぽ

健康づくりのため、ウオーキングを始めませんか。
日時

集合

は参加できません。

コース

11/15(金)9:15〜11:30

民館(おもてなし)→津田駅(解散)

※岩場が多く、山歩きが不慣れな人・健脚でない人
定員

持ち物

50人(先着)

費用

弁当、飲み物、雨具

500円

※弁当は予約できます。費用600円。

問 星のまち観光協会 ☎070-2838-9690
申込・□

ぽ

星のまち歩く歩くDAY

健康

ゆうゆうセンター1階
健康増進センター

持ち物

休日診療所側

自然の里・倉治コース

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
□
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星の里いわふね
特産品

第4回かたの環境講座2019
転がる、
動物の食べ残し

環境

おりひめの里特産市

交野の自慢の味が大集合します。紅葉を愛でがて
らお越しください。
日時

場所

11/30(土)・12/1(日)9:30〜15:30

ほしだ園地ピトンの小屋付近

問 かたのツーリズム推進協議会 ☎070-7528-6174
□

動物が食べ残したドングリやマツボックリを観察

して、どんな動物が食べたか想像してみましょう。
日時

ゆうゆうセンター
健康

元気度知ろう会「体力測定」

転倒予防や身体づくりに役立つ講義・実技です
①11/18(月)9:40〜10:40、体力測定

体力アップ
②11/25(月)9:40〜10:40、結果の返却、
に関する取り組み紹介等

場所
対象
定員
費用

ゆうゆうセンター1階
65歳以上の市民
15人(先着順)
無料

持ち物

審査会室

11/30(土)13:30〜16:00

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)

い と う

講師

(特非)やまと自然と虫の会 伊藤ふくおさん

入園料

350円(中学生以下無料)

持ち物

飲み物、タオル、筆記用具

問 11/1(金)から環境衛生課
申込・□

里山大好きウオークラリー2019

自然

各ポイントで環境等に関するクイズやゲーム、工
作を楽しみながらほしだ園地を歩きます。個人は

飲み物

問 11/1(金)から高齢介護課 ☎893-6400
申込・□

もちろん、家族・グループでもどうぞ。
日時

12/1(日)9:30〜14:30(雨天中止)

集合

相談
日時

行政書士による日曜無料相談会
11/17(日)13:00〜15:00

場所

ゆうゆうセンター2階

申込

直接会場

内容

集団指導室

遺言・相続、成年後見、内容証明の作成等

定員

私市駅前

持ち物
申込

戦没者に追悼の意をささげ、恒久平和への誓いを
込めて行います。
日時

場所

11/22(金)10:00〜

ゆうゆうセンター4階

問 福祉総務課
□

昼食、飲み物、タオル、帽子

当日集合場所

青年の家

福祉
日時

場所

☎893-6400

「お互いさん」
の
交野のまちづくり講座

11/29(金)13:30〜15:30

ゆうゆうセンター2階

体験学習室・お年寄り健康教室

テーマ 「わたしにもできるお出かけサポート」
定員
費用

70人
無料

問 11/15(金)までに社会福祉協議会
申込・□

☎895-1185
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「えほんのひろば」in 青年の家

子どもから大人まで楽しめる本や写真集を約600
冊並べています。
日時

多目的ホール

無料

問 交野みどりネット事務局 ☎892-0121
□

文化

戦没者追悼式典

費用

120組(先着順。
小学4年生以下は保護者同伴)

問 行政書士会枚方支部 ☎090-2111-6667
□

平和

☎892-0121

場所
主催

11/14(木)〜16(土)10:00〜16:00

青年の家1階

ロビー

費用

おはなしぐるーぷKIRARA

無料

問 青年の家図書室 ☎893-4881
□

体験

ミニドローン体験会

話題のドローンを安全に飛ばせる体験会です。
日時

11/17(日)1回目:9:45〜10:30

場所

青年の家

費用

無料(ドローンは貸出)

対象

2回目:10:45〜11:30
多目的ホール102

小学5年生以上

定員

各回8人(先着)

問 かたのツーリズム推進協議会
申込・□

☎070-7528-6174

その他施設（市内）
ボランティアサロン

福祉

主に高齢者を対象とした話相手のボランティア
「陽
だまり」
の活動紹介と傾聴ノウハウを学びます。
日時

場所

11/13(水)13:00〜15:00

対象

ボランティアセンター

市内と周辺在住・在勤・在学者

講師

か も し だ い つ お

鴨志田五男さん

費用

無料

問 ボランティアセンター ☎894-3737
申込・□

ゆうゆうセンター
介護予防・健康づくり講演会

福祉
日時

場所

11/29(金)14:00〜16:00

ゆうゆうセンター4階

テーマ 「音楽で健康に!

交流ホール

〜ココロもカラダもリフレッシュ〜」

講師

日本音楽療法学校認定音楽療法士

定員

300人

にしむらひとみ

西村仁美さん

問 高齢介護課
□

費用

無料

☎893-6400

申込

直接会場

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。
①11/6・20(水)10:30〜11:30
ゆうゆうセンター4階

多目的ホール

②11/14・28(木)13:30〜14:30
青年の家武道施設

③11/8・22(金)10:30〜11:30
いきいきランド交野2階

対象
定員

サブアリーナ

おおむね65歳以上の市民

持ち物

各80人

費用

無料

日時

場所

秋の指定文化財公開

11/17(日) ①10:00〜11:00

①国重要文化財

②13:30〜14:00

八葉蓮華寺阿弥陀如来立像

②市指定文化財 星田薬師寺薬師如来立像・千体仏
※②のみ教育文化会館集合。

定員

北田家住宅

各30人(先着)

費用

無料

問 11/1(金)〜15(金)に社会教育課文化財係
申込・□

☎893-8111

文化

講演会
「交野安見一族とその城
か ご も り
〜愛媛県河後森城と私部城〜」
や す み

私部城主の安見氏は、その後、愛媛県松野町の河後
森城主になっていたことが近年分かりました。今
回はその調査成果について講演します。
日時

場所
定員

内容

12/1(日)13:00〜16:00

市役所別館

100人(先着)

費用

松野町教育委員会

無料

かめさわいっぺい

亀澤一平さんによる講

演、市職員による報告、安見氏を語る(座談会)

申込

直接会場

対象

11/30(土)10:00〜12:00

ゆうゆうセンター4階

多目的ホール

市内と周辺在住・在勤・在学者

講師 (福)大阪ボランティア協会常務理事・事務局長
な が い み か

永井美佳さん

費用

無料

問 ボランティアセンター ☎894-3737
申込・□

※手話・要約筆記が必要な場合は11/15(金)までに
お申し込みください。

11/20(水)13:00〜14:00
国重要文化財

活動の心構えや最近のボランティア事情を学び、
これからの活動に役立ててみませんか。

飲み物、②③は上履き

問 高齢介護課 ☎893-6400
□

文化

ボランティア講座

福祉

問 社会教育課文化財係 ☎893-8111
□

元気アップ大作戦

健康

高齢者の健康づくりを目的に、身体機能、食生活、
口腔機能に関する講座・実技を行います。
日程

12/23〜令和2年3/30の毎週月曜日

(祝日、年末年始を除く。12回コース。全日程参加
前提)

時間

①10:00〜12:00

②14:00〜16:00

場所

ゆうゆうセンター3階

定員

①②各20人(先着)

※いずれかを申込時に選択
対象

65歳以上で身体の衰えが気になる市民

持ち物

費用

無料

飲み物、筆記用具、動きやすい服装

申込書の配布
申込

研修室

高齢介護課、市ホームページ

11/15(金)〜12/13(金)に申込書を高齢介護

課へ提出

問 高齢介護課 ☎893-6400
□
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ワーク・ライフ・バランスシンポジウム

仕事
日時

場所

講演とパネルディスカッション(先進的に

場所

200人(先着)

問 教育文化会館 ☎810-6667
□

ホール

域労政課 ☎06-6946-2604
FAX 06-6946-2635
□

sogorodo@sbox.pref.osaka.lg.jp

認知症サポーター養成講座

認知症の正しい知識や対応方法をお伝えします。
11/15(金)13:30〜15:30

場所

ハローワーク枚方

定員

日時

11/6(水)〜令和2年1/19(日)10:00〜17:00

教育文化会館内

展示品

50人(事前予約制)

私部城跡出土品、私部城関連古文書等

ひったくり防止カバー
無料取り付けキャンペーン

防犯

セミナールーム

日時

場所
対象

11/11(月)10:30〜(小雨決行)

星田出張所

自転車での来場者

る面接会です。施設説明・見学の申込も可。
11/20(水)14:00〜16:30(予約不要)

持ち物

ハローワーク枚方

セミナールーム

履歴書、ハローワークカード(当日発行可)

問 ハローワーク枚方人材確保対策コーナー
申込・□

☎841-3363

50人(先着)

交野警察署 ☎891-1234

その他施設（市外）

交野・枚方・寝屋川市の介護・障がい者施設等によ

場所

定員

問 危機管理室 ☎892-0121
□

介護職面接会＆施設説明会

日時

歴史民俗資料展示室

自転車の前カゴにカバーを取り付けます。

ハローワーク枚方 2019介護職デイ

日時

り

や す み

問 電話・FAX・Eメールで府総合労働事務所地
申込・□

仕事

も

私部城主、安見氏の足跡をたどる展示会です。

取り組む中小企業の事例紹介)

定員

ご

11/5(火)13:30〜16:15

ドーンセンター7階

内容

か

安見の城〜飯森・私部・河後森〜

文化

内線44#

第17回共に生きる障がい者展

福祉

障がいのある人もない人も楽しく学べます。
日時

場所

内容

11/16(土)・17(日)10:00〜16:00

国際障害者交流センター

費用

無料

パン・焼き菓子・新鮮野菜の販売、スタンプ

ラリー、
(16日のみ)車いすバスケのエキシビジョ

ンと体験会、
(17日のみ)IT機器展2019・ユニバー

サルデザイン生活展

問 府民お問合せセンター ☎06-6910-8001
□

第67回中学生人権作文コンテスト表彰式

人権
日時

仕事

シニア向け合同企業説明会

約20社が参加します。予約・履歴書不要。
日時

場所
対象

11/27(水)13:00〜16:00(受付15:30まで)

エディオンアリーナ大阪
55歳以上

費用

無料

問 シニア就業促進センター
□

【広告】

第二競技場

☎06-6910-0848

12/1(日)13:30〜

場所

関西テレビ放送

定員

300人

内容

なんでもアリーナ

表彰式、人権啓発イベント
費用

無料

問 大阪法務局人権擁護部第三課 ☎06-6942-9492
□

くらし

犬の飼い方教室

①令和2年1/25(土)13:30〜16:30、大東市立市民
会館

②令和2年1/26(日)10:00〜16:30のうち1時間程度、
大阪府動物愛護管理センター

内容

①講義

②実技講習

費用

無料

問 12/27(金)
〈消印有効〉までに電話・FAX・郵
申込・□

送・HPで大阪府動物愛護管理センター四條畷支所

☎862-2170

〒575-0034

FAX 862-2180
□

四條畷市江瀬美町1-16

http://www.pref.osaka.lg.jp/doaicenter/doaicenter/kaikata2019.html
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施設
見学

その他施設（市外）

寝屋川流域協議会冬の施設見学会
仕事

ひとり親家庭の父母優先枠付
離職者等再就職訓練

①介護職員初任者養成研修科

令和2年2/3(月)〜3/31(火)9：45〜16:25

場所

(特非)あすなろ ふくしの学校福島駅前教室②

経理事務科

令和2年2/3(月)〜5/29(金)9:50〜16:20
場所
定員

SBキャリアカレッジ梅田校
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

今年は全国で初めて地下河川でプロジェクション
マッピングを実施します。
日時

集合

京阪萱島駅東改札口(現地までバスで移動)

見学先
申込

令和2年1/11(土)(予備日は1/13(祝))
なわて水みらいセンター
北部地下河川讃良立杭

往復はがき・Eメールに①代表者氏名・年齢・

性別・住所・電話番号②希望者全員の氏名・年齢・
性別③希望コース(1部・2部)④駐車の有無(有の

場合台数)⑤予備日開催の場合の参加可否を記

〈必着〉までに
入し、12/11(水)
守口市下水道管理課
〒570-8666

守口市京阪本通2-5-5

Mori_gesuikan@city-moriguchi-osaka.jp
第1部:大阪の地下に広がる魔法の秘密へいざ
時間
対象

10:00〜13:00

定員

80人

年齢不問(小学生以下は保護者同伴)

第2部:地下空間に広がる暗闇と静寂。超サイレントホラー
時間
対象

15:00〜18:00

定員

60人

15歳以上(ホラー体感があるため)

※託児あり。対象・定員はお問い合わせください。
費用

無料(テキスト代は実費)

申込

居住地を管轄するハローワーク

申込期間

11/15(金)〜12/13(金)

問 府人材育成課委託訓練グループ
□

☎06-6210-9530

傍聴
日時

場所
定員

北河内4市リサイクル施設組合
議会定例会傍聴

11/22(金)14:00〜(受付13:30〜)

北河内4市リサイクルプラザ3階

(駐車場なし)
20人(先着)

申込

研修室

直接会場

※議事の都合で日時等が変更になる場合があります。
詳細はホームページで。 http://kazaguruma.or.jp/

問 北河内4市リサイクル施設組合事務局
□

☎823-2038

相談

暮らしと行政なんでも相談

各機関から専門相談員が出席し、法律・登記・税金・

注意事項

年金・行政・男女・家庭等に関する相談をお受けし

▷前日までの雨水を貯留している場合や、当日に

日時

▷階段の上り下りが必要です。

大雨・洪水注意報が発令された場合は中止する

ことがあります。

問 守口市下水道管理課
□

☎06-6992-1748

ます。相談無料。秘密厳守。
場所

12/4(水)10:00〜16:00(受付15:30まで)
守口市役所1階

106会議室

問 近畿管区行政評価局行政相談課
□

☎06-6941-8358

【広告】
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申請

住民票に旧姓(旧氏)が
併記できるようになりました

お知らせ

11/5(火)から、希望者の住民票の写しに旧姓(旧氏)

を併記する請求手続きを開始します。住民票の写
しに旧姓が併記されると、マイナンバーカードや

制度・業務

公的個人認証サービスの署名用電子証明書にも旧
姓が併記されます。

※旧姓併記ができるのは日本人のみです。

子育て

児童扶養手当・特別児童扶養手当

※15歳未満および成年被後見人は、法定代理人が

児童扶養手当

手続きに必要なもの

なる児童(18歳になって最初の3月31日まで。一定

手続きしてください。

①旧姓が記載された戸籍謄本等(記載を希望する

父母の離婚や死亡等により、
父または母と生計が異

の障がいがある場合は20歳未満)を監護する母、監

旧姓が記載されているものから現在のものまで

護し生計を同じくする父、父母以外の養育者(児童

②マイナンバーカードまたは通知カード(追記欄

※婚姻等、受給資格がなくなった時は、すぐに届け

③請求者の本人確認書類(Ⓐを1点またはⒷを2点)

特別児童扶養手当

全ての戸籍謄本等)

に旧姓を追記します)

Ⓐ写真付きの公的機関発行書類(マイナンバー
カード、旅券、運転免許証、身体障害者手帳、精

と同居・監護・生計維持をする人)に支給されます。
出をしてください。

20歳未満で、政令に指定される障がいのある児童

を監護している父母(主として生計を維持する1人)

神障害者保健福祉手帳、療育手帳など)

または父母以外の養育者(児童と同居・監護・生計維

者証、社員証、学生証など

※障がいの程度や住所・氏名に変更があった場合

Ⓑ健康保険証、年金手帳、介護保険証、医療受給

持をする人)に支給されます。

④本人作成の委任状(代理人が手続きする場合。同

は届け出をしてください。

一世帯に属する者は不要)

⑤認印
問 市民課 ☎892-0121 星田出張所 ☎891-2031
□

申請

マイナンバーカード日曜日受付・交付

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、手続きにお越しください。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

場所

11/24(日)9:00〜12:00

市役所本館1階

市民課

受給についての条件(両手当とも)

両手当ともに公的年金給付との調整や所得制限、
支給要件等の条件があります。
定例払い

両手当とも11/11(月)に支給します。児童扶養手当
は今回のみ8〜10月の3か月分です。
問 子育て支援課 ☎893-6406
□

申請

コンビニ交付サービス

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。

※必ず本人がお越しください。

利用時間

※申請時来庁方式については、ホームページまた

利用できる店

問 市民課
□

取得できる証明

※混雑時は、お待ちいただくことがあります。
は市民課までお問い合わせください。
☎892-0121

6:30〜23:00

※12/29〜1/3、メンテナンス日を除く。

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

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
□
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制度・業務

整骨院・接骨院等のかかり方

保険

整骨院や接骨院は、健康保険を受けられるケース
が限られています。

全額自己負担
となる症状

保険対象の症状
〈整骨院・接骨院〉
骨折・脱臼・打撲・捻挫・
肉離れなど
〈はり・灸〉神経痛・リウマチ・
頸碗症候群・五十肩・腰痛症・
頸椎捻挫後遺症・慢性疼痛
〈あんま・マッサージ〉
筋麻痺・関節拘縮など
注意点

単なる肩こり、
腰痛など

福祉
対象

重度障がい者医療助成
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
疲労回復や
疾病予防の
ための
マッサージなど

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。
問 障がい福祉課 ☎893-6400
申込・□

施術後は「療養費支給申請書」の施術箇所

税・保険・年金

や回数の確認と、署名押印が必要※保険適用は、
医師の同意書か診断書が必要(打撲・捻挫・肉離

れなどを除く)です。

税

市税の納期限

※医療機関で、同じ負傷や疾病などで治療中の場

固定資産税・都市計画税第4期分の納期限は12/2(月)

※施術を受けたときは、医療費控除の対象となり

問 税務室 ☎892-0121
□

合は、施術を受けても保険の対象になりません。

です。期限までにお納めください。

ますので、必ず領収書を受け取りましょう。

※保険給付適正化のため、施術日などの受診状況
について照会することがあります。

問 (国民健康保険について)医療保険課
□

☎892-0121

税

枚方税務署からのお知らせ

源泉所得税の年末調整説明会
日時

11/22(金)13:00〜15:00

(後期高齢者医療保険について)府後期高齢者医

場所

療保険課

問 枚方税務署 ☎844-9521
□

療広域連合給付課 ☎06-4790-2031または医

年金

内容

寝屋川市立市民会館

大ホール

年末調整の仕方、法定調書の作成方法等

消費税軽減税率制度説明会

国民年金基金

国民年金基金は、自営業者など国民年金の第1号被
保険者が安心して老後を過ごせるように、老齢基

礎年金(国民年金)にゆとりをプラスする公的な年
金制度です。

60歳以上65歳未満や海外に居住する国民年金任
意加入者も加入できます。
問 大阪府国民年金基金
□

☎0120-65-4192

日時

11/22(金)15:10〜16:00

内容

制度の概要や記帳方法等

場所

寝屋川市立市民会館

大ホール

問 枚方税務署 ☎844-9521
□

税についての習字展
日時

場所

11/11(月)〜15(金)9:00〜17:30
市役所本館1階

税務室前

問 税務室 ☎892-0121 枚方税務署 ☎844-9521
□

募集
求人
内容

給食センターのパート調理員募集
給食調理・衛生管理・館内外の清掃業務

勤務時間
勤務場所
時給

平日8:45〜16:00

おりひめ給食センター

1,070円

問 学校給食センター ☎891-0098
□

税

個人事業税の納期限

個人事業税第2期分の納期限は12/2(月)です。期限
までにお納めください。

問 北河内府税事務所 ☎844-1331
□
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ジュニア吹奏楽団・少年少女合唱団の
団員募集

文化

ジュニア吹奏楽団

楽譜が読めなくても大丈夫。楽器はお貸しします。
対象

小学4〜6年生(在団期間は高校3年まで)

費用

月800円(保護者会費)

練習

毎週日曜日13:30〜16:00、青年の家

市立認定こども園のパート調理員募集

求人
内容

給食調理補助業務

勤務時間

火・木曜日8:15〜16:30
金曜日12:30〜16:30

勤務場所

土曜日(月1回)8:30〜13:00
市立第3認定こども園

対象

4月現在で64歳以下

申込

写真付履歴書をこども園課に提出

時給

募集人数

平日1,070円、土曜1,130円

1人

問 こども園課 ☎893-6407
□

令和2年度任期付小学校講師募集

求人
少年少女合唱団

対象

対象

小学1年生〜高校2年生

勤務時間

費用

月700円(保護者会費)

申込

練習の見学・体験もできます。
練習

毎週土曜日13:00〜16:00、青年の家

問 電話・Eメールで青少年育成課
申込・□

☎892-7721

ikusei@city.katano.osaka.jp

高齢者にやさしい地域づくり
推進協定協力事業者を募集

福祉

この協定は、民間事業者の協力を得ながら高齢者

昭和35年4/2以降に生まれ、小学校教諭免

許所持者(取得見込含む)

試験日

平日8:30〜17:00

12/7(土)

11/15(金)〈消印有効〉までに申込書(市ホー

ムページからダウンロード)を郵送で指導課
〒576-0052

私部2-29-1

問 指導課 ☎810-0522
□

一時預かり保育
「星の子ルーム」
保育士募集

求人

が住み慣れた地域で安心して暮らし続ける地域づ

内容

一時預かり保育業務

結しています。通常業務において高齢者の異変に

勤務場所

うことで、安否確認等、地域での見守りにつなげて

定員

くりを目的としており、現在10事業者と協定を締

勤務時間

気付いた場合に、市や関係機関等に連絡してもら

対象

いく協定の内容に賛同いただける事業者を随時募

説明・講習会

詳細は同課ホームページをご覧ください。

問 星の子ルーム ☎893-6408
□

集しています。

平日9:00〜16:00

ゆうゆうセンター内

保育士免許所持者
若干名

星の子ルーム

11/12(火)13:00〜、

ゆうゆうセンター3階

展示活用室

問 高齢介護課 ☎893-6400
□

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

①11/20(水)9:30〜12:00
②11/24(日)9:30〜12:00

※雨天中止。1日だけの参加可。
場所

①奄山ふれあいの森(星田9丁目)

対象

②星田ふれあいの森(星田6丁目)

定員

小学4年生以上(小学生は保護者同伴)

持ち物

10人

服装

費用

無料

飲み物、タオル、帽子

長袖・長ズボン、作業できる靴

※必要な道具は貸与します。

問 11/1(金)から交野みどりネット事務局
申込・□

☎892-0121
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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

時間

参加児童の受付・安全管理

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
□

高齢者

シルバー人材センター会員募集

シルバー人材センターに入会しませんか。当セン
ターでは、毎月入会説明会を開催しています。
対象

健康で働く意欲のある市内在住の60歳以上

問 シルバー人材センター ☎893-0430
□

観光

交野の日本語・英語ガイドブック
「交野巡礼」
が完成しました

お知らせ
報告

パブリックコメントの結果

8月に実施したパブリックコメントの結果、次の案
件に対する意見等の提出はありませんでした。
①交野市企業立地促進条例(素案)

②星田出張所および星田コミュニティーセンター
の廃止

③交野市下水道ストックマネジメント計画(案)
問 ①地域振興課 ☎892-0121
□

②星田出張所 ☎891-2031
③下水道課 ☎892-0121

くらし

庁舎整備基本構想
パブリックコメント

庁舎整備基本構想策定のため、パブリックコメン
次の3点を日本語・英語で案内したガイドブックを
無料配布しています。希望者はお問い合わせくだ
さい。

①交野・枚方に広がる交野ヶ原の七夕伝説

②昔、修験者の霊場だった交野三山の巨石群
③天野川流域の歌碑・園地など

問 星のまち観光協会 ☎070-2838-9690
□

トを実施します。

詳細は、公共施設等再配置準備室ホームページの

「パブリックコメント」をご覧ください。

問 公共施設等再配置準備室 ☎892-0121
□

https://www.city.katano.osaka.jp/soshiki/saihaichi/

くらし

織姫の里かたの
プレミアム付商品券の申請締切

購入引換券の申請期限は11/30(土)です。対象と見

福祉

込まれる人には8月末に申請書を送っています。購

市有地の有償貸付

障がい児･者等の生きがいづくりや療育を目的と

した作物づくり等の屋外作業体験事業を実施する
にあたり、市有地をお貸しします。事業実施の際

は、地域住民との交流を図り、障がい児・者等に対
する理解啓発の機会としてください。
所在地
A
Ｂ

東倉治1-441-2・4

区画
A-1 駐車場
A-2 事業用地
B-1 駐車場1
B-2 事業用地

地目

面積
100㎡
483㎡
100㎡
229㎡

雑種地

貸付価格
44,123円/年
0円/年
44,123円/年
0円/年

※無償の事業用地のみの貸付は行いません。
対象

市内在住者が代表となる、障がい当事者・家

族等で構成される10人程度の団体または市内

に事業所を有する法人

貸付期間

令和2年1/1〜令和6年3/31(更新無し)

入希望者は期限までに申請してください。
申請の対象

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)

※平成28年4/2〜令和元年9/30生まれの子の世
帯主には、購入引換券を送付しています。

問 地域振興課プレミアム付商品券係
□

☎ 0570-02-0277

教育

登下校見守りサービスを
利用しませんか

このサービスは、子どもがホイッスル型の専用端

末(無料配布)を携帯することで、特定の見守りポイ

ント(検知端末)や移動基地局(専用アプリをインス

トールしたスマートフォン)の近くを通ったとき
に位置情報等が記録され、移動経路等を知ること
ができるものです。

11/5(火)〜22(金)12:00まで〈必着〉に、申込

子どもが安心して登下校・外出できるよう、ぜひご

※応募多数の場合は抽選します。応募がなかった

※利用には専用アプリをインストールする必要が

申込

書を郵送・持参で障がい福祉課

場合は11/22(金)12:00以降にホームページで再

募集します。

問 障がい福祉課 ☎893-6400
□

利用ください。
あります。

利用料

1台あたり月額416〜462円

問 学校管理課 ☎810-8011
□
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仕事

労働保険の手続きはお済みですか

労働保険とは、
「 労災保険」と「雇用保険」の総称で

福祉

「ゆうゆうバスをはじめとする高齢者・
障がい者等の外出支援策」の
見直しをするため、検討を行っています。

国が取り扱う強制保険です。事業主は、労働者を1

ゆうゆうバスは、高齢者や障がい者等を対象者と

があります。各保険の加入要件を確認の上、手続き

齢化が進展し、間もなく団塊の世代の多くの方が

労災保険とは

身体的に外出が困難な方の増加が見込まれます。

人でも雇用していれば、労働保険に加入する必要

して利用いただいておりますが、ますます少子高

を行ってください。

75歳以上となられていくなか、ゆうゆうバスでは

労働者が業務中や通勤中に事故に遭った場合に、

今後の市の外出支援策は、年齢等による乗車条件

護し、社会復帰を促進するための保険制度です。

な「バス形態」による支援から、より外出に支援が

労働者が失業した場合に、失業等給付を支給した

えております。

労働者を雇い入れた場合は、保険料納付とは別に、

は、
少子高齢化による通勤・通学者の減少等により、

ローワーク）に「雇用保険被保険者資格取得届」の

対象者層が重複することから、
誰もが利用できる公

問 (労災保険について)
□

が担う高齢者・障がい者等への外出支援施策との役

必要な保険給付を行い、被災者や遺族の生活を保

を満たす方は、誰でも乗れるゆうゆうバスのよう

雇用保険とは

必要な方へ向けた方策への転換が必要であると考

り再就職を促進するための保険制度です。新たに

加えて、
地域公共交通としての路線バスとの関係で

その都度、事業所を管轄する公共職業安定所（ハ

市域の広い範囲で路線バスとゆうゆうバスの利用

提出が必要です。

共交通を維持・継続するために、公共交通機能と市

北河内労働基準監督署 ☎072-391-5827

(雇用保険について)

ハローワーク枚方 ☎841-3363

公売

ヤフー官公庁オークションに
使用済みマンホールふたを出品します

使用済みマンホールふたの有効活用のため、枚数
を限定して出品します。物品説明や入札期間等は
下水道課ホームページをご覧ください。

https://www.city.katano.osaka.jp/soshiki/tosiseibibu/gesui/
問 下水道課 ☎892-0121
□

割分担を考慮することも喫緊の課題です。

これらの点から、今後を見据ますと、市としてゆう
ゆうバスについては廃止を前提に、ゆうゆうバス

が担ってきた外出支援策や既存の他の外出支援策
を含め、見直しの検討を行う必要があるとの考え

方に至り、現在、市の諮問機関へその代替策につい
て諮問し、検討を行っているところです。

今後はパブリックコメントを行う予定としてい
ます。

問 福祉総務課 ☎893-6400
□

仕事

大阪府最低賃金の改正

10/1(火)から改正され、使用者は労働者に対し次の

金額以上の賃金を支払う必要があります。
最低賃金額

時給964円

※パート・アルバイト等含む全ての労働者に適用
されます。

※特定産業の労働者については別に「特定最低賃
金」が定められています。

問 大阪労働局賃金課
□

【広告】
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☎06-6949-6502

お知らせ

たばこによる火災にご注意を

消防

市内でたばこによる火災が発生しています。次の
事例を参考にポイントを確認しましょう。

消防

秋の全国火災予防運動

たばこによる火災事例

11/9(土)〜15(金)、全国一斉に秋の火災予防運動が

まった灰皿から出火

いね！で確認 火の用心」をスローガンに消防訓練

消えていなかったため出火

また、11/9(土)11:00〜12:00、フレンドタウン交

▷たばこの火が完全に消えておらず、吸い殻のた

展開されます。消防本部(署)では、
「ひとつずつ い

▷普通ゴミとたばこを一緒に捨てたところ完全に

の指導、消防対象物への立入検査などを行います。

▷公園内でたばこをポイ捨てし、枯草に燃え移り

野「カインズ交野」で、消防団と合同で子供用防火

火災を防ぐためのポイント

との写真撮影等を行います。

出火

衣の着装体験、住宅用火災警報器の展示、消防車両

▷吸い殻は水につけるなど完全に消火してから捨

３つの習慣

▷灰皿の中は吸い殻が溜まった状態にしない

▷ストーブは、燃えやすいものから離れた位置で

▷たばこのポイ捨てはしない

▷ガスコンロなどのそばを離れるときは、必ず火

てる

▷吸い殻は可燃物と一緒に捨てない

４つの対策

「女性の人権ホットライン」強化週間

日時

11/18(月)〜22(金)8:30〜19:00

夫・パートナーからの暴力、職場等でのセク

シャル・ハラスメント、ストーカー行為等

電話番号
相談員

0570-070-810

人権擁護委員、法務局職員

費用

▷逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を設
置する。

▷寝具や衣類及びカーテンからの火災を防ぐため

11/23(祝)・24(日)10:00〜17:00

内容

使用する。
を消す。

問 消防本部警備課 ☎892-0013
□

人権

▷寝たばこは、絶対やめる。

に、防炎品を使用する。

▷火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器
等を設置する。

無料

※通年インターネットでも受け付けしています。

▷お年寄りや身体の不自由な人を守るために、隣
近所の協力体制を作る。

問 消防本部予防課 ☎892-0012
□

http://www.jinken.go.jp/
問 大阪法務局人権擁護部 ☎06-6942-9496
□

環境

始めよう!生ごみダイエット

家庭からの燃やすごみの約40%は生ごみです。生

ごみは約80%が水分で、腐敗や悪臭の原因にもな
ります。生ごみを捨てる際にひと絞りすることで
ごみの量を減らすことができます。家庭でも簡単

にできる生ごみダイエットを、今日から始めま
しょう。

問 環境総務課 ☎892-0121
□

【広告】
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健康

日曜健診(特定健診のみ)

平日受診できない人におすすめです。
12/1(日) 場所

日時

対象

ゆうゆうセンター

40〜74歳で、今年度の特定健診を受診して

スポーツ
対象

体育協会が優秀選手を表彰

▷府大会＝個人・団体とも優勝

▷近畿・西日本・全国大会＝個人3位・団体2
位以上

いない国民健康保険加入者

※各大会については、上部団体が主催する大会で、

人は対象外。

対象期間

※人間ドックを受診し、当課の助成金を申請した
定員

50人

費用

500円

問 11/1(金)から医療保険課 ☎892-0121
申込・□

健康

2・3月分センター健(検)診

▷2/14(金)・20(木)

各連盟の代表として参加したものに限ります。
平成30年4/1〜31年3/31

申請に必要なもの

推薦書(社会教育課で配布)、賞

状の写し、大会要項、名簿(団体のみ)

※協会役員が選考し、後日結果・式典日程を連絡し
ます。

問 11/29(金)17:00までに社会教育課
申込・□

☎892-7721

▷3/10(火)・19(木)・23(月)

※健(検)診日の指定はできません。
場所

項目

ゆうゆうセンター1階

休日診療所

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。

問 11/1(金)〜令和2年1/10(金)に健康増進課
申込・□

☎893-6405

健康コラム

「オーラルフレイル」を
予防しましょう

くらし

検察審査会をご存じですか

犯罪の被害にあって警察や検察庁に訴えたのに、
検察官が被疑者(加害者)を起訴してくれない場合
に、その不起訴処分が正しかったかどうかを審査
するのが検察審査会です。この制度をドラマ形式
にしたDVDの貸出を行っています。
問 大阪第一〜第四検察審査会事務局
□

☎06-6316-2984

教育

11月は「子ども・若者育成支援強調月間」です

青少年指導員会は、
強調月間中のPR標語を市民のみ

やぶうちまさかつ

なさんから募集し、11件の応募の中から薮内正勝
さんの「あいさつと

笑顔で築こう

秀作品に決定しました。

絆の輪」を優

同作品は、強調月間の啓発ポスターに使います。
滑舌が悪くなる、飲み物・汁物でむせやす

問 青少年育成課 ☎892-7721
□

くなる等、口の機能の衰えを「オーラルフレ

イル」といいます。このようになると「食事が
しにくくなる」→「栄養状態が悪化し筋力が

倉治公民館で特定健診

落ちる」→「外出がおっくうになり、全身の機

お近くで特定健診を受けるチャンスです。

環につながりやすくなります。

対象

保つことと、口の体操やカラオケなどで舌や

※人間ドックを受診し、当課の助成金を申請した

ラルフレイルを疑うような症状があれば、か

定員

50人(先着順。1/7(火)時点で申込が30人以

問 健康増進課 ☎893-6405
□

費用

500円

能が低下する」→「要介護状態」といった悪循
オーラルフレイル予防には、口内を清潔に

唇をよく動かすことが大切です。また、オー
かりつけ歯科医に相談しましょう。
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健康
日時

令和2年1/14(火)13:30〜

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
人は対象外。

下の場合は中止)

問 11/1(金)から医療保険課 ☎892-0121
申込・□

子 育 て 通 信

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。

●交野市立地域子育て支援センター ☎810-8270
遊戯室・お庭の開放

月〜金曜日 9：30〜17：00

水曜日のみ1歳6か月まで。

11/18（月）10:00〜10:30

1歳〜未就園児親子。定員20組。
〈要申込〉11/1（金）〜

子育て講座「絵本の
楽しみ方・選び方」

11/19（火）10:30〜11:30

未就園児親子対象。先着10組。
〈要申込〉11/1（金）〜

マタニティヨガ&
ふれあいタイム

11/20（水）
10:00〜マタニティヨガ
11:30〜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〉11/1（金）〜

12/4（水）10:00〜11:00

3か月〜9か月

親子ヨガ

わくわくランド

こりす組
うさぎ組
こあら組

10か月〜1歳3か月
12/9（月）10:00〜11:00

らいおん組

1歳4か月〜1歳11か月
2歳〜

クリスマス会 先着12組。
〈要申込〉11/20（水）〜
クリスマス会 先着35組。
〈要申込〉11/20（水）〜

●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。
お部屋の開放

火〜土曜日10：00〜17：00

おしゃベり会

11/5（火）10:30〜

つくってあそぼ
「センサリートイ」

11/12（火）10:30〜

タナカユキさんのわらべうた 11/22（金）10:30〜
カプラであそぼう

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。

「風邪予防対策」
見てさわって楽しむおもちゃづくり。先着20組。
季節感あるわらべうたを歌って踊りましょう。

11/30（土）13:30〜
（受付13:00
〜）
。
第1児童センター、
体育室 幼稚園児・小学生以上もどうぞ。

●星田地域子育て支援センター ☎860-7193 星田こども園内
お部屋の開放

月〜金曜日 9：00〜12：00
13：00〜15：00

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。

子育て講座「子どもの
11/21（木）10:00〜11:00
健康はママの健康」

先着10組。きょうだいの保育はありません。
〈要申込〉11/6（水）9:00〜

親子教室「てづくりお
11/26（火）10:00〜11:00
もちゃをつくろう」

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〉11/13（水）9:00〜

親子戸外遊び

11/11・25（月）9:30〜11:30

雨天や地面の状態が悪い場合はお部屋開放を行います。

11/18（月）15:00〜16:30

雨天中止。

●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
お部屋の開放
ペープサート
おしゃべり会

水・金・土曜日
10：00〜16：00

11/6（水）11:00〜
（受付10:00〜）
11/16（土）11:00〜
（受付10:00〜）

11/19（火）10:00〜11:30
保育付き講座
「ヨガでリラックス♪」 3階 運動療法室
ペットボトル工作と
リズム遊び

●認定こども園
園庭開放

0歳〜おおむね3歳。祝日、ゆうゆうセンター休館日は休み。
「はたらくくるま」
「ねこときどきらいおん」

保育は定員あり。
〈要申込〉11/1㈮〜

11/27（水）11:00〜
（受付10:00〜）

交野保育園 ☎891-6203

雨天や地面の状態が悪い場合は中止です。
11/6・20・27（水）10：00〜12：00 未就園の親子対象。
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●わかばこども園 ☎891-1824
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。

子育てママのための
11/9（土）10:00〜
ボディワーク

●一時預かり保育 ※事前に登録が必要です。詳細は各施設。
認定こども園 交野保育園 ☎891-6203
星田こども園 ☎891-1793
星の子ルーム ☎893-6408

●病児保育

半日2,000円

1日3,000円

半日1,200円

1日2,400円

※食事代含む

市内在住の6か月〜
就学前

交野病院 ☎891-0331
月〜金曜日 8：00〜18：00
土曜日 8：00〜13：00

交野病院内
病児保育室ふたば

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

●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。
あまだのみや幼児園
☎892-1351

〈園庭〉11/5（火）9:30〜11:00
〈室内〉11/14（木）9:30〜11:00

あさひ幼児園
☎892-0206

〈園庭〉11/19（火）9:30〜11:00
〈室内〉11/7（木）9:30〜11:00

くらやま幼児園
☎892-8433

〈園庭〉11/12（火）9:30〜11:00
〈室内〉11/8（金）9:30〜11:00

ほしだ幼稚園
☎891-3856

〈園庭〉11/18（月）10:30〜11:45

申し込み不要。雨天中止。駐車場あり。

ひかりの子幼稚園
☎891-9000

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

祝日は休みです。駐車場はありません。

開智幼稚園
☎892-3488

〈園庭・室内〉
11/6・20（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。

交野幼稚園
☎891-2333

〈ピッコロクラブ〉
12/9（月）10:30〜11:30

●乳幼児の健診と相談
4か月児健診

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。

29年4月2日〜30年4月1日生まれ。定員20組。
500円。持ち物:水筒、上靴。
〈要申込〉
11/11（月）〜(株)エルステップス
☎06-6943-4411

健康増進課 ☎893-6405 ところ ゆうゆうセンター2階

12/3（火）12：50〜14：00受付

2019年7月11日〜8月10日生まれ

1歳6か月児健診 11/19（火）12：50〜14：00受付 2018年4月生まれ
2歳6か月児歯科健診 11/26㈫12：50〜14：15受付 2017年5〜6月生まれ

持ち物：母子健康手帳

3歳6か月児健診 11/13㈬12：50〜14：00受付 2016年4月生まれ

●教室・講座

健康増進課 ☎893-6405 ところ ゆうゆうセンター

12/3㈫
①13:50〜14:20
ぴよぴよ離乳食 ②14:30〜15:00
講習会
③15:10〜15:40
2階 お年寄り健康教室
〈ミニ講座開催〉
ミルキィベビー
教室

もぐもぐ離乳食
講習会
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離乳食のすす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

12/4㈬
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〉
11/7㈭〜※年間通しての参加は1人1回です。

12/10㈫
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。
対象児の保育あり。
先着15人。
費用200円。
〈要申込〉
11/5㈫〜
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)

mac
phothi
o

10

13・14

スポーツでさわやかな汗を
第42回市民スポーツデー

当日は台風の影響により4種目が中止。それ
でも市内各所で17種目もの競技が行われ、約
2,000人もの人たちがスポーツを楽しみま
した。
スポーツ推進委員が主催するニュースポーツでは、
特にパラリンピック正式種目にも決まったボッ
チャが好評でした。

9
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いつまでもお元気に

黒田市長が99歳を迎えた高齢者をお祝い
た に む ら ち え

郡津在住の谷村千枝さんと星田在住の
みずのはるこ

水野春子さんを訪問しました。
長寿の秘訣について、谷村さんは「なん
でも良くかんで食べること」、水野さん
は「自然体でいること」と話してくれま
した。

谷村千枝さん

水野春子さん
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9

17

高齢者宅からの火災防止を目指して
高齢者宅への防火診断

住宅用火災警報器の普及で、全国的に火災による死者は減少し
ていますが、火災による死者の約7割が高齢者のため、地元消防
団と協力して高齢者宅の防火診断を行いました。
この試みは、市民の安全・安心のため、今後も対象を広げて実施
していきます。

9
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きょうごく

響き渡る津軽三味線の音色
ゆうゆうセンター
ヒューマンライツコンサート
きょうごく

京極あつこさん
（写真左）
と京極ゆかさん
（写真右）
ら せ ら

による津軽三味線ユニット「来世楽」による「じょ
んがら節」やオリジナル曲、童謡など、幅広いジャ
ンルの演奏があり、約400人の参加者が聞き入っ
たり、
一緒に歌ったりと楽しんでいました。

消防団女性分団が全国大会出場
第24回全国女性消防操法大会

全国大会は、11/13（水）に横浜で開催されます。交
野市から初となる全国大会出場で、1チーム6人で
出場し、放水で標的が倒れるまでのタイムを競い
ます。女性団員たちは大会に向け、より良い結果を
残すべく夜遅くまで練習に励んでいます。
なお、大会に使用する資機材は、宝くじの社会貢献
広報事業として実施されている「コミュニティ助
成事業」により導入されました。
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BOOK & COOK

今月のおすすめ本
BOOK

モンスター・ホテルでオリンピック

台湾のあまいおやつ

柏葉 幸子
巨大空港

沼口 ゆき
アスリーツ

かしわばさちこ

鎌田 歩 福音館書店
そらまめくんのおやすみなさい
なかや みわ 小学館
しぶがきほしがきあまいかき
石川 えりこ
そっくりこ

一般書

児童書

かまたあゆみ

いしかわ

ぬまぐち

小峰書店

福音館書店

中央公論新社

かつらのぞみ

桂 望実 中央公論新社
歩いて楽しむ京都

す ず き ち あ き

なかがわ

いっしょに読んで

あさの あつこ
たそがれダンサーズ

JTBパブリッシング
はじめてのちいさなソーイングベビーとキッズの布小物

中川 ひろたか ひかりのくに
ホカリさんとあきのてがみ
はせがわ さとみ

文化出版局

落日

文溪堂

鈴木 千晶
みなと

湊 かなえ

文化出版局
角川春樹事務所

科学・知識 の 絵本

生きものとつながる石ころ探検
〜ゲッチョ先生の石ころコレクション〜

出版社：少年写真新聞社

もりぐちみつる

文・絵：盛口 満

普段何気なく見たり、
手に取っている石ころは、
我々人間を含めた色々な生きものとどのような関わ
りがあるのか･･･それを探るため、
石ころ探検に出発します。
私たちの身近にある石や46億年の歴史がある化石など、
石にもいろいろあり、
色も形も手触りもそれ
ぞれ違います。
それらの石を利用する生きもの、
石をつくる生きもの、
死んでから石になった生きも
のなど、
石と生きものはさまざまなところでつながっているのです。
海岸で見つけた小石や川原の石、
火山が噴火した時に出てくる溶岩や恐竜の化石など、
一つ一つ丁寧
なイラストで紹介されている科学絵本です。
通い慣れた道や近所の公園など、
注意深く観察すると思いがけない石に出会えるかも知れませんよ。

●お知らせ

●問い合わせ

倉治図書館と青年の家図書室は、11月23日の祝日を開館・室します。
開館時間は10：00〜17：00です。どうぞご利用ください。

倉治図書館(☎ 891‑1825)
青年の家図書室(☎ 893‑4881)

お家で作ろう学校給食メニュー
COOK

材料（４人分）

準

だいこんのそぼろ煮
・鶏ミンチ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・200㌘
・淡口醤油（下味用）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・小さじ１
・だいこん・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・480㌘
・青ねぎ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・40㌘
・たまねぎ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・240㌘
・にんじん・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・80㌘
・土しょうが・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5㌘
・酒・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大さじ1/2
・みりん・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大さじ1/2
・淡口醤油・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大さじ２
・塩・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・少々
・砂糖・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大さじ１と1/2
・油・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・適量
・かつお削り節だし・・・・・・・・・・・・・・・・・・・400ｃｃ
・片栗粉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大さじ1/2
（直前に水で溶く）

備

1. だいこん、にんじんは、厚めのいちょう切りにする。

3.青ねぎは、小口切りにする。

2.たまねぎは、角切りにする。

4.土しょうがは、みじん切りにする。

作り方

❶
❷
❸
❹
❺

鍋に油を熱し、鶏ミンチと土しょうがを炒め、淡口醤油で下味を付ける。
たまねぎ、にんじんを加えて軽く炒め、だしを加えて煮る。
アクを取り、だいこんを加えて火を通す。
調味料を加えて味を付ける。
青ねぎを加え、水溶き片栗粉でとろみをつけたら、できあがり。
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問 環境事業課 ☎892-2471
□

る
わ
変
が
て
ごみ捨

と後
前
う
ら
も
読んで

あそこの団地に住んでるおばあちゃん、こないだごみ出し中にへたり込んじゃったんだって
あの一人暮らしのおばあちゃん？確か90歳近いって言ってたような…
ごみ出しも高齢者には大変よね〜。

頼ってください！
「まごころダイレクト収集」
高齢や障がい等でごみ出しが困難な人には、
収集員が玄関先までごみを取りに行く
「まごころダイレクト収集」
を行っています。
利用は無料です。
対象要件に当てはまる人はご利用ください。
対象
一人暮らしで
「要介護認定を受けている」
「各種障がい者手帳を持っている」
「ホームヘルプサービスを
利用している」
等、
一定要件を満たし、
ごみ出しが困難な人
※親族や近隣の人、
ホームヘルパー等にごみ出しの協力を受けることができる人は対象外です。
申込
①環境事業所、
ゆうゆうセンター
（高齢介護課、
障がい福祉課）
にある申請書を提出
②申請書受付後、
担当職員が自宅を訪問し、
申込内容や収集方法・場所等を確認して利用の可否を決定

11 月 の ごみ 収 集 日
月・木 火・金

■燃やすごみ

ごみなし

粗大ごみ予約受付センター（ TEL 891ｰ5374

週2回

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）
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

■ペットボトル・プラスチック製容器包装（廃プラ）週1回
月

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）

火

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

木

私部南、
星田、
星田北、星田西、星田山手、南星台、傍示

金

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

9:00〜17:00）

※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。

■資源ごみ・粗大ごみ（無料・有料）月 1 回・水曜日
収集地区
幾野、倉治、東倉治、
神 宮 寺 、寺 、寺 南 野 、
森、森北、森南、傍示

6日
−

天野が原町、郡津、藤
新聞・
が尾、梅が枝、松塚、私
雑誌など
部4丁目77番〜80番
私部(一部除く)、私部
南、私部西、青山、向井
田、私市、私市山手

空缶・
空びん
など

星田、星田北、星田西、
南星台、妙見坂、妙見 粗大ごみ
東、星田山手

13日

20日

27日

空缶・
新聞・
粗大ごみ 空びん 雑誌など
など（※） （※）
−

粗大ごみ

空缶・
空びん
など

新聞・
雑誌など

−

粗大ごみ

空缶・
空びん
など

新聞・
雑誌など

−

（※）私市1丁目1番（一部）
・私部8丁目（一部）
を含む。

※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。
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、
だ
う
そ

きさいち植物園に行こう！

※写真は「シロワビスケ」

ツバキの園芸種

ヒイラギ

ツバキの園芸種は大きく分
けて、ヤブツバキ系とユキツ
バキ系、ワビスケ系などから
構成されます。ヤブツバキは
花が平開しないのに対して
ユキツバキは花が水平に開
く特徴があり、ワビスケは花
は一重で小さく、実ができな
い特徴があります。

山地に生える常緑の小高い
木で、葉の縁には鋭いとげ
があり、老樹になると梢の
葉は全縁のものが多くなり
ます。ヒイラギの名前の語
源は、葉のとげに触れると
ひいら

「疼ぐ（ひりひり痛む）」とこ
ろからきています。

コルタデリア・クイラ

サルビア・レウカンサ

エクアドルからチリにかけ
て分布し、全体としてパンパ
スグラス（シロガネヨシ）に
似ていますが、フォルムが優
しく、花が淡紫色で葉の色も
濃い特徴があります。

メキシコおよび、熱帯アメ
リカ原産で、広く栽培され
ています。多年草。半低木
で草丈1㍍になり、花は花
穂状で、バイオレットから
ラベンダー色のビロード
状の毛を有するものが開
花します。

※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。

こぼれ話
植物園では保有する植物１本１本に個体識別番号を付け、リスト化して
管理しています。
みなさんも園内を散策されたとき、個々の植物に番号が付いた識別番号

樹木につけた識別番号プレート

プレートを目にしたことがあると思います。
園では、新たに導入した植物や、災害等による倒木で枯れてしまった植
物など生存状況が絶えず変化します。そのため、定期的に園内の植物の状
態を調査・記録し更新を行っています。
今後みなさんにいろいろな種類の植物を楽しんでいただけるよう、見え
ない場所で日々作業に汗を流しています。

個体識別調査の様子

イベント情報

11月16日（土）
・17日（日）関西文化の日（無料開園）

大阪市立大学理学部附属植物園
愛称：きさいち植物園

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

〒576‑0004 私市2000
FAX 891‑2101
☎891‑2059 □

b-garden@sci.osaka-cu.ac.jp

ご利用案内 ★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）

開園時間：9：30〜16：30（入園は16：00まで）
■ 駐 車 料：普通車500円/マイクロ1,000円/バス2,000円
休 園 日：毎週月曜日（休日の場合は開園）
■ アクセス：京阪電車交野線
■ 入 園 料：大人350円
「私市駅」下車徒歩約6分
（中学生以下は無料）
JR学研都市線「河内磐船駅」下車徒歩約20分
団体（30人以上）280円
★詳細は、ホームページでもご覧いただけます。 Web：http：//www.sci.osaka-cu.ac.jp/biol/botan/
■
■
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歴史×地質

シ

私部城跡

レ

文章中のルート

北田家住宅

起伏図の色分け（海抜）
オレンジ：25〜26m
青：20m以下
ピンク：27〜28m
緑：21〜22m
赤：29m以上
黄：23〜24m
交野の町中は起伏が多いと感じたことはありま

昔の人々がこういった地形を上手く利用してい

せんか。例えば「交野郵便局前」交差点を南北に通

たことを示すものに、市指定文化財の私部城跡や

る道を郡津から私部に歩くと、免除川の手前で上

国重要文化財の北田家住宅があります。私部城は

り坂になり、交野郵便局を過ぎると市役所まで下

交野台地の高台に建てられ、低地部や谷地形は堀

り坂、市役所西側駐車場の横からはまた上り坂に

にすることで戦国時代の堅固な城を築きました。

なりといった風に起伏があります（上図参照）。

北田家住宅は江戸時代に建てられた代官屋敷です

大昔、交野を含む日本の大半は海の中でした。そ

が、こちらも重要拠点として高台に建てられてお

の後、海面が下がって陸になるときに、海水の浸食

り、山根街道という古道にも面して当時の私部の

作用で平坦面と崖が交互に作られました。交野の

中心となっています。北田家住宅は一般公開もし

町中の起伏もそうして作られたもので、先ほど例

ますので、ぜひご参加ください（12㌻参照）。

に挙げた郡津から私部あたりの高台は「交野台地」
と呼ばれています。
台地の起伏は、生活において大事な役割を果た

交野台地からは、さらに古い遺跡や文化財とし
て弥生時代の住居跡や旧石器時代の石器も見つ
かっています。今までは単なる坂として見ていた

します。高台は水害の恐れが少ないため、住む場所

ものも、大昔から生活を形作る地形だと考えると、

として使われ、逆に低い所は水を流しやすいこと

また違って見えるかもしれません。

から水場や田んぼに利用されます。

▲ 私部城本郭
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▲ 北田家住宅
問 社会教育課文化財係 ☎893-8111
□

謡曲・仕舞(能楽)発表会

あつもり

よ ろ ぼ し

やまんば

敦盛・弱法師・山姥など謡7曲と仕
舞 の 発 表 。1 1 / 1 0 ( 日 ) 1 0 : 0 0 〜
16:00。私部会館。無料。
とみた

問 冨田 ☎891-2526
□

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。11/13(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。
くもかわ

問 雲川 ☎891-0884
□

家事と家計のセミナー
時間とお金。
本気で家計簿つけたい
方。託児あり。11/15(金)10:00〜。
ゆうゆうセンター。400円。
ひらいな

問 大阪友の会の平井名
□
☎891-1206

第89回SCK「数とは？」

たなかさとし

講師は近畿大学名誉教授、田中聰。
11/16(土)9:30〜12:00。ゆうゆう
センター。
中学生以上対象。
300円。
いりえ

問 入江 ☎090-3706-6436
□

第13回木漏れ日市
こだわりの作品・食品あり。
11/16(土)。
妙見工房前(星田9丁目)。
無料。
もり

問 森 ☎080-5349-2076
□

かたの写真同好会11月例会
写真に興味をお持ちの方、ぜひご
来訪ください。11/17(日)9:30〜
12:00。青年の家。無料。
まつもと

問 松本 ☎891-2988
□

ありがとう笑いヨガ
笑う門には福来たる。心と体が元
気。誰でも可。11/17(日)13:30〜
15:00。ゆうゆうセンター。500円。
ふじたに

問 藤谷 ☎090-3038-5085
□

第29回二水会水彩画展
水彩画約30点展示。
11/19(火)〜24
(日)9:30〜16:30(最終日は16:00ま
で)。
青年の家ロビー。
無料。
ながた

問 永田 ☎891-7103
□

囲碁会員募集
開催日に見学または連絡くださ
い。気さくなクラブです。毎週水
(午後のみ)・土・日曜。青年の家。
半年4,000円。
問 青年の家 ☎892-7721
□

謡(能楽)練習会-初心者募集
伝統美に触れながら、心豊かに健
康維持。毎月第2・4木曜13:30〜
16:30。武道館。月500円。
とみた

問 冨田 ☎891-2526
□

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。11/3(日)・14(木)・18(月)
13:00〜16:00。いきいきランド交
野。無料。
てらしま

問 寺島 ☎090-2116-0054
□

森の音楽セラピー
講師はソプラノ声楽家、吉田元子
さん。11/4(祝)10:30〜12:00。大
阪市立大学理学部附属植物園。50
円(お茶・お菓子付)。

よ し だ も と こ

にしの

問 西野 ☎090-5133-2897
□

植物園で秋の森ヨガ
予約不要。動きやすい服装で。さく
ら 山 で 受 付 。1 1 / 5 ( 火 ) 1 0 : 4 5 〜
11:30。大阪市立大学理学部附属植
物園。入園料のみ。
あかみず

問 赤水 ☎894-8386
□

ヨガ無料体験会
初心者OK。美しい姿勢を手に入れ
ましょう。11月の水曜10:00〜と
金曜13:00〜。青年の家。無料。
すずき

問 鈴木 ☎080-1490-1482
□

笑いヨガ ヒフミチャン
笑って心・体・脳を健康アップしま
し ょ う 。1 1 / 7・2 1 ( 木 ) 1 3 : 3 0 〜
1 5 : 0 0 。交 野 会 館 ( 郡 津 駅 前 ) 。各
500円。
おかだ

問 岡田 ☎080-2411-6105
□

あしたへ!
発達障がい等気になる人、お話し
しませんか。11/21(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。

ドングリ大好き！森の楽校
ドングリ博士をめざそう。11/9(土)
10:00〜12:00。大阪市立大学理学
部附属植物園。子ども優先。大人も
見学可。
定員先着20人。
入園料のみ。

むろ池園地から私市
近場にももみじあります。一般向
11㌔。小雨決行。11/23(祝)8:30。
河内磐船駅。200円。

東高野街道・星田〜郡津
参加自由。古文化同好会の歴史ウ
オーク。案内は青山洋二氏。11/9
(土)9:00〜12:00。200円。

なかの

問 中野 ☎891-9040
□

つるぞの

問 鶴園 ☎891-6002
□

1月号の締め切りは11/29（金）

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。

将棋の好きな人募集しています
将棋の強い人もそうでもない人も
募集してます。毎週木曜13:00〜
16:00。松塚ふれあい館別館(交野
病院隣)。入会4〜9月:1,500円、10
〜3月:1,000円。年2,500円。
おおぬま

問 大沼 ☎810-2866
□

交野市剣道連盟会員募集
交野市剣道連盟ホームページもご
覧ください。旭小・郡津小・岩船小・
倉治小・妙見坂小・武道館。詳細は
事務局。
いしくら

問 石倉 ☎892-0219
□

家庭菜園しませんか
安心安全なおいしい野菜作りに挑
戦。毎月第2土曜9:30〜12:00。ゆ
うゆうセンター。年3,600円。
たかだ

問 高田 ☎090-5804-3602
□

国際交流-外国語で自己実現
交野市の国際化を目指し、一緒に
活動しませんか。随時。交野会館。
入会1,000円。年2,000円。
問 国際交流協会 ☎894-1113
□

オケの伴奏で歌ってみませんか
2/2(日)星の里いわふねで「ふるさ
との四季」を。11/9(土)10:00〜。青
年の家学びの館。視唱ができる中
学生以上の女性対象。無料(楽譜代
は実費)。
やこう

問 八光 ☎892-0541
□

ふなと

問 舩戸 ☎090-9544-5432
□

あおやまようじ

むらた

問 村田 ☎892-2326
□

ゆる体操を一緒にしませんか
楽 に 体 を 緩 め 、心 身 の 健 康 増 進
を 目 指 し ま す 。毎 月 第 1・3 水 曜
①14:00〜15:10②15:20〜
16:30。青年の家。月3,000円。
みつい

問 三井 ☎090-9272-1062
□
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第49回交野市卓球連盟杯
種目：一般・混合W、男女別S、中学
生S。12/15(日)9:00〜17:00。いき
いきランド交野。一般W1,600円、
S800円、中学生100円。申込締切
12/1(日)。
つるたに

問 鶴谷 ☎090-2191-1597
□

クリスマスのおくりもの
12/22(日)13:00開場、13:30開演。
ゆうゆうセンター。大人500円、子
ども・障がい者300円。

山科から東福寺
義士祭を見ながらもみじの東福寺
へ。一般向10㌔。12/14(土)8:20。
交野市駅。1,500円。
つるぞの

問 鶴園 ☎891-6002
□

ほり

リコーダーdeクリスマス
今年は子ども達とのコラボ演奏等
もあります。12/14(土)14:00〜。星
の里いわふね。無料。
ふじた

問 藤田 ☎080-9127-3507
□

かとう

問 交野うたう会の加藤
□
☎893-3739

保育付
ママのリフレッシュヨガ
ファミサポの簡単な説明会つき。
日時 11/28(木)10:00〜12:00
場所 ゆうゆうセンター
対象 子育て中の人
定員 20人(保育は15人)
申・□
問 11/11(月)からファミリー・
□
サポート・センター
☎893-0757

第8回
市星連健康ウオーキング
日時 11/20(水)9:30〜14:00
集合 交野市駅ロータリー
(解散は倉治公民館)
内容 私部城見学、公式ワナゲ
大会(賞品あり)
対象 会員および
市内在住の60歳以上
費用 200円
持ち物 昼食・水筒
申・□
問 11/10(日)までに ささき
□
市星連若手部の佐々木
☎090-3714-5383

れいか

泉 麗香

ホームページでＡ４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︼〒５７６ ８ｰ５０１ 秘書広報課広報担当
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いずみ

https://www.city.katano.osaka.jp/docs/2019030600058/

作

妙見東第9回わたしの作品展
絵 画 、陶 芸 、手 芸 作 品 な ど 展 示 。
11/23(祝)10:00〜16:00・11/24(日)
10:00〜15:00。妙見東自治セン
ター。無料。
問 堀 ☎090-6903-8383
□

映画上映会「最後の一滴まで」
水問題についての上映会です。
11/24(日)14:00〜16:00。ゆうゆ
うセンター。600円。
まつむら

問 松村 ☎892-4938
□

倉治の古文書研究
参加自由。古文化同好会の勉強会。
講 師 は 西 川 哲 也 氏 。1 1 / 3 0 ( 土 )
10:00〜12:00。200円。
に し か わ て つ や

むらた

問 村田 ☎892-2326
□

晴れ着講習会(お正月成人式)
道具を使わない着付をしてます。
12/3(火)、武道館。12/4(水)、幾野集
会所。10:00〜12:00。18歳以上の
女性対象。無料。
しみず

問 清水 ☎090-1963-8927
□

ケーキ作りとお茶会
12/5(木)10:00〜12:00。ゆうゆう
センター。
育児中の人対象。
500円。
申 11/18(月)10:00〜22(金)。
□
保育付(15人)。
問 Kid'sさぽーと・かたの
□
☎090-9865-7724

植物園で俳句のおたのしみ
兼 題 : 山 茶 花・冬 紅 葉 。1 2 / 7 ( 土 )
13:00〜16:00。大阪市立大学理学
部附属植物園。入園料のみ。定員15
人。要申込。
すぎお

問 杉尾 ☎080-5339-3468
□

交野の歴史を知ろう
東高野街道を歩く。
12/8(日)10:15。
星田駅。
無料。
要予約(12/2(月)まで)。
問 支援センターみのり
□
☎893-9511

有機農法おいしい野菜作講演会
農薬化学肥料を使わない野菜づく
り に つ い て 。1 2 / 8 ( 日 ) 9 : 3 0 〜
12:00。ゆうゆうセンター。500円。
たかだ

問 髙田 ☎090-5804-3602
□

オーストラリアの話あれこれ
オーストラリア人留学生が日本語
で話します。12/8(日)13:00〜。交
野会館(郡津駅前)。500円(高校生
以下無料)。先着40人。
問 国際交流協会 ☎894-1113
□

交野市ホームページ
https://www.city.katano.osaka.jp/

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。

かたのスイッチ
https://katanoswitch.jp/
セイタカヨシのフィナンシェ1個200円（税込）

人口と世帯（9月末時点）： 世帯 ： 32,695世帯
人口 ： 77,609人 男 ： 37,482人 女 ：40,127人

和のエッセンスを取り入れた愛され続けるスイーツ

パティスリー ウグイスヤ

072-891-4873
交野産のフルーツやはちみつなど素材を大切にし、彩り豊かで丁寧に作られた
お菓子が店内を飾っています。
「セイタカヨシのフィナンシェ」は、セイタカヨシ
の風味が豊かで、アクセントに黒豆を使ったしっとりとしたフィナンシェです。
イチオシ商品は「桜カステーラ」。桜が咲く交野で、茨木養蜂園で作られたはち
みつを使い、ほんのり花の香漂うカステーラです。

9:30〜19:00

交野市藤が尾4-5-22
18席＋テラス席

P

5台

休水

アミエル
桜カステーラ1本1,080円（税込）

京阪河内森駅から徒歩15分
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