
5
May. 2020
No. 816

集
特

そ
こ
今

！　

Ｋ Ａ

Ｔ Ａ

ＯＮ



2

緊急事態宣言に関する市民の皆様へのお願い
※この情報は4月15日現在の情報です。

　4月 7日、大阪府を含む 7都府県に新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言が発令されま
した。発令期間は 5月６日（水）までです。発令期間中は次の 2点を市民の皆様に要請いたします。

　　　　　①生活の維持に必要な場合を除き、原則として「外出自粛」
　　　　　②生活の維持に必要な場合を除き、全ての「イベントの開催自粛」

　なお、感染拡大状況等により発令期間の延長等がある可能性があります。テレビや新聞、市ホームページ等で
最新の情報をご確認の上、感染拡大防止への行動をお願いします。
市ホームページ　https://www.city.katano.osaka.jp/

　緊急事態措置にかかるコールセンター
大阪府が府民や事業者からの問い合わせにお答えするコールセンターを設置しています。
電話番号　06-4397-3299　受付時間　月～金曜日 9:00 ～ 18:00（祝日を除く）

　新型コロナウイルス感染を防ぐには
　感染経路は、咳やくしゃみ等のしぶきによる「飛沫感染」、ウイルスに触れた手で鼻や口元を触ることによる「接
触感染」が中心です。上記の要請に基づく外出自粛に加え、次のことを徹底し、感染防止に努めてください。
① 手洗いの徹底　帰宅時や料理・食事の前などに、こまめに石けんと流水で 20～ 30秒かけて指と指の間や手
の甲、手首まで十分に洗いましょう。
② 咳エチケットの徹底　マスクは咳やくしゃみによるウイルスの飛び散りを防ぎます。マスクが無いときは、ハ
ンカチやティッシュ、それもなければ袖口で口元を覆い、人のいる方向から顔を背けましょう。

　新型コロナ受診相談センター
　次の症状がある人はご相談ください。相談の結果、感染の疑いがある場合は、専門の「帰国者・接触者外来」
を紹介しています。マスクを着用し、公共交通機関の利用を避けて受診してください。
▷風邪の症状や 37.5℃前後の発熱が４日程度続いている。（高齢者・妊婦・基礎疾患がある方は2日程度）
▷強いだるさ（倦怠感）や息苦しさ（呼吸困難）がある。
電話番号　06-7166-9911　FAX番号　06-6944-7579（土・日曜日、祝日を含め終日つながります）

　なお、上記の症状がない人の健康相談は、府民向け相談窓口（☎ 06-6944-8197　　　　06-6944-7579）を
ご利用ください。

FAX

3つの「密」を避けてください
　生活の維持に必要な外出等の場合でも、次の3つの
「密」が同時に重なる場を避けてください。 

大阪府からのお願い

　生活必需物資を販売する施設（スー
パーマーケット、薬局、ホームセンター
など）への休止要請は行いません。
　家族連れ等、大人数の来店を避け、入
店人数を抑えるよう、ご協力ください。

　夜間の繁華街への外出はしないでく
ださい。
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　正確な情報に基づき、冷静な対応をお願いします
　「新型コロナの影響で〇〇が買えなくなる」や「〇〇さんが新型コロナウイルスに感染した」等、
インターネット等では新型コロナウイルス感染症に関するさまざまな情報が流れていますが、中
には事実と異なる情報もあります。厚生労働省や大阪府、交野市などから発信される正確な情報
に基づき、冷静な対応を心がけていただきますようお願いします。

　新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う、転入・転居等の住民異動の届け出期間
　転入・転出・転居・世帯変更等の届け出は、事由が生じた日から 14日以内に手続きが必要ですが、
新型コロナウイルス感染拡大防止のために外出を控えている場合は、14日を過ぎても正当な理由
があったものとして、通常通り手続きをいたします。
※ 転入・転居・世帯変更等に伴い必要となる手続き（各種手当や助成、保険等）がある場合は、
それらの手続き期間については、それぞれの窓口・機関での取り扱いになりますので、別途担
当窓口・機関にお問い合わせください。

　新型コロナウイルス感染症の影響により納付や支払いが困難な人はご相談ください
【市税・保険料の猶予制度】
　次のようなケースに該当し納付が困難な場合は、猶予制度がありますので、各担当にお問い合
わせください。
①納税・納付者本人または生計を同じにする家族が、新型コロナウイルスに感染した
② 新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や資
産を廃棄した
③ 納税・納付者が営む事業について、新型コロナウイルス感染症の影響でやむを得ず休廃業した
④ 納税・納付者が営む事業について、新型コロナウイルス感染症の影響で著しい利益減少・損失
を受けた

項目 問い合わせ
市府民税、固定資産税・都市計画税
軽自動車税（種別割）、法人市民税 税務室☎ 892-0121

国民健康保険料、後期高齢者医療保険料 医療保険課☎892-0121
0046-398☎課護介齢高料険保護介

【水道料金・下水道使用料の支払いに関する相談】
　新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少したなどの事情で、期限内の支払いが困難な人
は、支払いに関する相談に応じます。
水道局☎ 891-0016

　新型コロナウイルス感染拡大に便乗した悪質商法等にご注意ください
　新型コロナウイルスの消毒と偽り、下水道の消毒・清掃を勧めるなど、感染拡大に便乗した消
費者トラブルが全国的に発生しています。次のことに注意し、被害を防ぎましょう。
▷見覚えのない SMSやメールのURL は開かないようにしましょう
▷不審な電話がかかってきたら、すぐに切りましょう
　また、来訪の申し出があったり、契約を迫られた場合は、その場で決めずに家族や警察、消費
生活センターに相談してください。



4

今こそ！今こそ！

　新型コロナウイルスの影響で外出が少なくなり、運動不足になっている人が
増えています。この様な生活が続くと、筋力だけでなく認知機能も衰えてしま
います。
　こんなときだからこそ、お勧めするのが「元気アップ体操」です。元々は介護
予防のための体操ですが、自宅でも簡単にでき、筋力アップの効果があります。
ぜひ、この体操で子どもから高齢者まで運動不足を解消しましょう。

問高齢介護課 ☎893-6400

元元 ッッ ププ気気 アア 体体 操操

人間の筋肉の約70%は下半身にあります。まずは上半
身より下半身。足腰を鍛える運動が効果的です。体に
痛みがある人は、主治医に確認してから始めましょう。

まずは、簡単にできる
足腰の体操から

まずは、簡単にできる
足腰の体操から

いすに座って10秒間片足を伸ばします。これを左右交
互に3～5セット行います。
太もも前面（大腿四頭筋）の筋力アップに効果があります。

▷足首を立て、つま先を上に向けましょう。
▷ひざをしっかりと伸ばし、足が真っすぐになるように上
げましょう。
▷できるだけ、いすにもたれずに床と並行になる高さま
で足を上げましょう。

ひざ伸ばし

【ポイント】

▷ひざの痛みが軽くなる
▷立ち座りが楽になる

【効果】

さあ、一緒にやってみましょう！
書いてある回数が難しい人は、
無理せずできる回数でチャレンジ！
体操をするときは、声を出して
数を数えながら行いましょう。
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足を肩幅より広めに開き、ゆっくり４秒かけひざを曲げ、同じく４秒
かけてひざを伸ばします。これを10回1セットで3～5セット行います。
足腰全体の筋力アップに効果があります。

▷ひざを前に出さず、いすに座るようなイメージでお尻を
ゆっくり下ろしましょう。
▷背中が曲がらないよう、しっかり伸ばしましょう。

ハーフスクワット

【ポイント】

▷足腰のふんばりが強くなる
▷階段の上り下りが楽になる

【効果】

いすに座って10秒間太ももを上げます。これを左右交互に3
～5セット行います。
足のつけ根（腸腰筋）の筋力アップに効果があります。

▷座っている状態からひざを真っすぐ上に上げましょう。
▷足の上げ下ろしは、ゆっくりと動かしましょう。
▷できるだけ、いすにもたれずに高くひざを上げましょう。

もも上げ

【ポイント】

▷足が上がりやすくなる
▷歩いていてつまずくことが減る

【効果】

いすの背もたれを持って立ち、かかとを上げて背伸びの状態で
10秒キープ。これを2～3セット行います。
つま先立ちで10秒キープが難しい人は、かかとの上げ下げ10回
1セットで2～3セット行いましょう。
ふくらはぎ（下腿三頭筋）の筋力アップに効果があります。

▷太ももの内側を意識しながら、かかとをしっかり上げましょう。
▷かかとの上げ下げは、ゆっくりと動かしましょう。

つま先立ち

【ポイント】

▷歩くスピードがアップ
▷足のむくみが改善

【効果】

元気アップ体操の動画をホームページで見ることができます。元気アップ体操の動画をホームページで見ることができます。

https://www.city.katano.osaka.jp/docs/2020040900021/
ぜひ、家族で一緒に楽しく身体を動かしましょう。
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参加者の喜びの声参加者の喜びの声

みなさんの地域でも新しく教室を開きませんか？みなさんの地域でも新しく教室を開きませんか？

感染拡大が収束したら、みんなで一緒に体操しましょう感染拡大が収束したら、みんなで一緒に体操しましょう
　普段は地域の集会所や自治会館などで「元気アップ体操教室」が定期的に開かれています。一人ではなかな
か続かない運動も、みんなでがんばれば続けられます。最初は見学程度の気持ちで構いません。自宅から歩い
ていける場所で、気軽に自分のペースで始めましょう。

・ひざの痛みをお医者さんから
「治すには手術しかない」と言
われましたが、教室で体操を
続けて手術をせずに済んでい
ます。
・年齢と共に姿勢が悪くなって
いましたが、娘から「最近姿勢
が良くなって若返った」と言わ
れました。
・口の体操をするようになって、
食事のときにむせなくなりま
した。口も乾きにくくなって快
適です。

・週1回の教室が楽しみで、生活
にメリハリが出てきました。
・地域の新しい友達ができまし
た。今度一緒に食事に行く予
定です。
・家に一人でいると
あまり笑わないの
で、教室でみんな
とたくさん笑って
います。

・家でもちょっと時間ができた
ときに運動をするようになり
ました。
・体操でやせたので、リバウンド
しないよう食事にも気を付け
るようになりました。

【身体編】【身体編】 【気持ち編】【気持ち編】 【新たな習慣編】【新たな習慣編】

きっかけは、他の地域の体操教室を見学し、とて
も楽しそうな雰囲気だったので、ぜひ星田西でも
開きたいと思ったことです。
参加者同士の身近なつながり作りにもなり、健
康維持だけでなく助け合いの心も生まれていま
す。体操も参加当初はついていけない人もいま
したが、メイトさんがていねいにくり返し教えてく
れるので次第にできるようになりました。教室だ
けでなく家でも体操をするよう勧めています。
メイトさんのジョークを交えたお話も面白く、楽し
い時間を過ごしています。

　平成28年9月に「星田西元気アップ体操教室」を立ち上げた星田西の一ノ瀬区長にお話し
を聞きました。

いちのせ
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あなたもあなたも

なりませんか？なりませんか？

メイトになったきっかけは自分の健康のためで
す。最初は緊張してうまく伝えられないことも
ありましたが、もう10年。今ではたくさんの人
たちとつながりができて楽しいです。自分自身
もこんなに元気なのは元気アップ体操を続け
てきたからだと感謝しています。

元気アップ体操は高齢者向けの体操ですが、
30代・40代の人でも肩こりが解消したり、
ダイエットになったり良い運動になります。
働きながら・子育てしながらでも楽しく活動
しています。

にに元元 ッッ ププ気気 アア メメ トトイイ

　元気アップメイトとは、高齢者の健康づくりを応援するボランティアです。運動・認知症予防・口腔機能
アップの実技を通じて、身体を動かすことの大切さや楽しさを地域の集会所などで伝えていただいています。
　現在の登録者は100人以上！笑顔いっぱいで活動しています。運動が苦手な人でも大歓迎。何かを始めた
いと思っている人は、お気軽にご参加ください。
※今月号の表紙は、元気アップメイトのみなさんにご協力いただきました。

元気アップメイト養成講座【前期】
6/2（火）～8/4（火）の毎週火曜日9:30～11:45（全10回）

半埜 和子さん
はんの かずこ

瀧下 勝子さん
たきした かつこ

松葉 直子さん
まつば なおこ

福原 文さん
ふくはら あや

奥西 有夏さん
おくにし ゆか

ベテラン
メイト

活動10年!

ママさん
メイト

子育て世代も
活躍中！

日 時
ゆうゆうセンター１階　審査会室場 所
20人（先着）定 員
5/1（金）から高齢介護課 ☎893-6400申 込

無料参加費

①新たに地域の元気アップ体操教室を立ち上げるグループ
②新たに地域の元気アップ体操教室に参加する人
③元気アップメイト養成講座に参加する人

対象

50枚（先着）枚数
☎893-6400高齢介護課窓口または☎893-6400申込

「元気ア
ップ体操ク

ラブ」で

実施して
いる体操

DVDを

プレゼント
します！

「元気ア
ップ体操ク

ラブ」で

実施して
いる体操

DVDを

プレゼント
します！

ぜひお家での体操に役立ててください。
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歳入

　歳入予算の概要

令和2年度の一般会計
□問 財務課☎892-0121

　今年度の一般会計予算は、269億8,150万1千円で前年度に比べて11億5,141万1千円、率にして4.5％
の増となり、過去2番目の規模になっています。星田北・星田駅北地区の区画整理事業が本格化すること
や、幼児教育・保育の無償化に関する費用を計上したことが主な増の要因となっています。

　前年度より市税が1億267万3千円、地方交付税が3,000万円の増加を見込んでいます。その他、社会保
障経費の伸びや区画整理事業に関する交付金が見込まれることから、国からの支出金は、6億6,421万3
千円の増加を見込んでいます。また、収支の不足に対応するため、基金（市の貯金）を15億257万4千円取
り崩す予定としています。

　歳出予算の概要
　本市の魅力を高めるために新たに策定された市長戦略に掲げている「子どもが元気に成長する環境づ
くり」、「支え合う健康・福祉のまちづくり」、「みんなで安全・安心なまちづくり」、「地域の活力と雇用を生
む基盤づくり」、「未来へつなぐ環境づくり」を５つの政策の柱として着実に進めるため、重点的に予算配
分を行いました。
　具体的には、星田北・星田駅北地区の土地区画整理事業に17億5,283万1千円、認定こども園の整備関
連事業に5億3,931万6千円、魅力ある学校づくり基本設計等事業に1億3,000万円、蓄電池整備事業に
2,310万円を計上しています。

歳入
市税
93億
3,217万6千円

譲与税・交付金
19億
9,108万5千円

国庫支出金
52億
4,704万4千円 地方交付税

31億円

主な歳入の増減額

市税

譲与税・交付金

地方交付税

国庫支出金

府支出金

市債

その他

合計

93億3,217万6千円

19億9,108万5千円

31億円

52億4,704万4千円

21億8,543万円

26億2,090万円

25億486万6千円

269億8,150万1千円

8,447万5千円
 △5,220万6千円
5,392万1千円
3,000万円

6億6,421万3千円
△8,291万9千円
4億3,529万8千円

市税

地方交付税
国庫支出金
繰入金
市債

個人市民税の増
法人市民税の減
固定資産税の増
普通交付税の増等
教育・保育給付費負担金の増等
基金の取り崩しの減
土地区画整理事業債の増等
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

府支出金
21億
8,543万円

市債
26億
2,090万円

その他
25億
486万6千円

増減額費　目 増減理由
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歳出

部署別の主な事業

予算額

歳出

総務費

民生費

衛生費

土木費

消防費

教育費

公債費

その他

合計

22億598万4千円

121億4,518万9千円

23億2,511万3千円

27億5,177万8千円

8億6,270万4千円

32億8,851万8千円

26億8,826万円

7億1,395万5千円

269億8,150万1千円

危機管理室
　蓄電池整備事業
福祉部
　高齢者・障がい者等外出支援事業
健やか部
　認定こども園等整備事業
　ロタウイルスワクチン接種費用助成事業
都市計画部
　星田北・星田駅北地区土地区画整理事業
学校教育部
　魅力ある学校づくり計画策定事業
生涯学習推進部
　総合体育施設改修事業
消防本部
　消防指揮車購入事業

269億8,150万1千円
79億9,942万6千円
58億8,892万7千円

10億3,780万4千円

15億1,490万2千円
39億821万2千円
22億2,814万5千円
495億5,891万7千円

258億3,009万円
82億7,140万1千円
59億2,507万2千円

7億4,502万3千円

12億9,900万5千円
32億5,645万6千円
23億5,056万4千円
476億7,761万1千円

11億5,141万1千円
△2億7,197万5千円
△3,614万5千円

2億9,278万1千円

2億1,589万7千円
6億5,175万6千円
△1億2,241万9千円
18億8,130万6千円

104.5%
96.7%
99.4%

139.3%

116.6%
120.0%
94.8%
103.9%

一般会計

 国民健康保険

 介護保険

 公共用地
 先行取得事業

 後期高齢者医療

水道事業会計　

下水道事業会計

総計

2,310万円

4,417万2千円

5億3,931万6千円
904万円

17億5,283万1千円

1億3,000万円

3,050万円

1,000万円

総務費
22億598万4千円

民生費
121億
4,518万9千円

衛生費
23億2,511万3千円

土木費
27億5,177万8千円

消防費
8億
6,270万4千円

教育費
32億
8,851万8千円

公債費
26億8,826万円

その他
7億1,395万5千円

会計区分
今年度
当初予算額

A

昨年度
当初予算額

B
増減額
A-B

対前年度比
％　A/B

特
別
会
計

個人市民税の増
法人市民税の減
固定資産税の増
普通交付税の増等
教育・保育給付費負担金の増等
基金の取り崩しの減
土地区画整理事業債の増等
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国勢調査100周年　調査員を募集
□問 総務課☎892-0121

　今年10月1日現在で、全国一斉に国勢調査が行われます。この調査は、国内に住む全ての人を対象とす
る最も重要な統計調査で、調査の結果は国の政策立案の基礎資料として幅広く活用されます。
　市は、この調査を行う国勢調査員を募集します。

活動内容　説明会の参加、調査関係書類の準備、調査関係書類の配布・記入依頼及び回収など

活動期間　8月下旬～10月下旬

対象　次の要件全てに該当し、個人情報の扱い等に責任を持って活動できる人
▷原則20歳以上で、市内および近隣市在住
▷税務・警察・選挙の各業務に直接関係がない
▷暴力団員、その他反社会勢力と関係を有していない

募集人数　300人程度

報酬　7万円程度（約140世帯を調査した場合）
※調査する世帯数により、報酬額が変わります。

申込書の配布　市役所本館1階受付・2階総務課、ゆうゆうセンター、倉治図書館、青年の家、星田会館、
　市ホームページ

申込　5/20（水）から申込用紙に必要事項を記入し、国勢調査実施本部（市役所別館3階小会議室）に持参

申込時の注意事項
▷本人以外の申し込みはできません。
▷受付時に①調査の概要説明②誓約書の記入③顔写真の撮影（調査員証に使用）④調査地域の選定を
　行います。



11

令和2年度　組織と電話番号一覧（保存版）

市役所本館 
総務課
人事課
地域振興課
秘書広報課
政策企画課
財務課
財産管理課
市民課
医療保険課
税務室
会計室
議会事務局
土地開発公社
新庁舎整備室 青年の家 

教育総務室
指導課
学務保健課
まなび舎整備課
まなび未来課
社会教育課
社会教育課文化財係
青少年育成課
青年の家図書室

消防本部
総務課
予防課
警備課

いきいきランド交野
星の里いわふね
倉治図書館
給食センター
いきものふれあいセンター
ボランティアセンター
シルバー人材センター
こどもゆうゆうセンター
乙辺浄化センター
水道局
星の里浄水場

市役所別館 
環境衛生課
都市計画課
開発調整課
営繕課
第二京阪道路沿道まちづくり推進室
道路河川課
下水道課
緑地公園課
農政課
特定事業推進室
農業委員会事務局
行政委員会事務局

ゆうゆうセンター 
人権と暮らしの相談課
子育て支援課
こども園課
健康増進課
福祉総務課
生活福祉課
障がい福祉課
高齢介護課
社会福祉協議会
地域包括支援センター

☎817-0997
☎893-6406
☎893-6407
☎893-6405

☎893-6400

☎895-1185
☎893-6426

市役所第二別館 
危機管理室　　

環境事業所 
環境事業課
環境総務課

☎892-2471
☎892-0121

☎810-0530
☎810-0522
☎810-8011
☎810-8010
☎810-8010
☎892-7721
☎893-8111
☎892-7721
☎893-4881

☎894-1181
☎893-3131
☎891-1825
☎891-0098
☎893-6520
☎894-3737
☎893-0430
☎892-3077
☎892-2472
☎891-0016
☎893-6281

☎892-0119
☎892-0011
☎892-0012
☎892-0013

☎892-0121

☎892-0121

☎892-0121
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教育に関する相談　

令和2年度 市の無料相談（保存版）

□問 各担当
教育相談　□問 教育センター ☎892-8203

就学相談　□問 指導課 ☎810-0522
日時　月～金曜日 9:00 ～ 17:00　場所　青年の家

日時　月～金曜日 9:00 ～ 17:30　場所　青年の家
進路選択支援相談（要予約）　□問 学務保健課 ☎810-8011
日時　月・水・金曜日 15:00 ～ 17:30
場所　ゆうゆうセンター
予約　人権と暮らしの相談課 ☎817-0997

法律・行政に関する相談　

□問 人権と暮らしの相談課☎817-0997
予約は相談日の１週間前9:30から電話窓口で。
法律相談（定員4人。要予約）

夜間法律相談（定員6人。要予約）

日時　月・木曜日 14:00 ～ 16:00
場所　ゆうゆうセンター

日時　奇数月の第4木曜日 18:00 ～ 21:00
場所　ゆうゆうセンター
行政相談（予約不要）
日時　第4金曜日 13:30 ～ 16:00
場所　ゆうゆうセンター
行政相談〈巡回相談〉（予約不要）
日時　第2金曜日 13:30 ～ 16:00（10月は不開催）
場所　市内会場（要問い合わせ）　
登記相談（定員4人。要予約）
日時　奇数月の第2水曜日 13:00 ～ 15:00
場所　ゆうゆうセンター
土地建物相談（定員6人。要予約）
日時　偶数月の第2火曜日 13:30 ～ 16:30
場所　ゆうゆうセンター
相続・遺言書など作成相談（定員4人。要予約）
日時　第4水曜日 13:00 ～ 15:00
場所　ゆうゆうセンター

暮らしや人権に関する相談　

□問 人権と暮らしの相談課☎817-0997
人権擁護委員による相談

人権なんでも相談

日時　第3木曜日 10:00 ～ 12:00
場所　ゆうゆうセンター

日時　月・水・金曜日 13:00 ～ 15:00
場所　ゆうゆうセンター
女性のための相談（要予約）
日時　第1（祝日の場合第3）水曜日 14:00 ～ 17:00
場所　ゆうゆうセンター
就労相談（要予約）
日時　月～金曜日 10:00 ～ 12:00、12:45 ～ 16:00
場所　ゆうゆうセンター
若年者のための就労相談（要予約）
日時　奇数月の第３水曜日　14:00 ～ 16:00
場所　ゆうゆうセンター
対象　15 ～ 39 歳とその家族
市民相談
日時　月～金曜日 9:00 ～ 17:30
場所　ゆうゆうセンター
消費者相談（できれば事前連絡）☎891-5003
日時　月～金曜日 9:30 ～ 12:00、12:45 ～ 16:00
場所　消費生活センター（ゆうゆうセンター内）　

障がい福祉に関する相談　

□問 障がい福祉課 ☎893-6400　 895-6065
障がい者福祉相談

障がい者（児）相談

▷身体障がい者　第3水曜日 13:00 ～ 15:00
▷知的障がい者　第3月曜日 13:00 ～ 15:00
▷精神障がい者　第3金曜日 13:00 ～ 15:00
場所　ゆうゆうセンター

健康・福祉に関する相談　

□問 各担当
福祉なんでも相談　□問 社会福祉協議会 ☎895-1185
日時　月～金曜日 9:00 ～ 17:30　場所　ゆうゆうセンター
経済面での困りごと相談 □問 社会福祉協議会 ☎895-1185
日時　月～金曜日 9:00 ～ 17:30　場所　ゆうゆうセンター

日時　月～金曜日 9:00 ～ 17:30　場所　ゆうゆうセンター
高齢者福祉相談　□問 地域包括支援センター ☎893-6426

でんわ健康相談　□問 健康増進課 ☎893-6405
日時　月～金曜日 9:00 ～ 17:30

ひとり親家庭相談　□問 子育て支援課 ☎893-6406
日時　月～金曜日 9:00 ～ 12:00、12:45 ～ 17:00
場所　ゆうゆうセンター

子育てに関する相談　

□問 各担当
育児相談　□問 倉治こども園 ☎891-1116
日時　火・水・木曜日 13:00 ～ 15:00　場所　倉治こども園
育児相談（要予約）
▷あさひ認定こども園 ☎ 892-0206
　日時　木曜日 13:00 ～ 15:00
▷くらやま認定こども園 ☎ 892-8433
　日時　金曜日 13:00 ～ 15:00

日時　月～金曜日 9:00 ～ 17:30　場所　ゆうゆうセンター
子ども子育て総合相談　□問 健康増進課 ☎893-6405

子ども子育て総合相談
□問 交野市立地域子育て支援センター ☎810-8270
日時　月～金曜日 9:00 ～ 17:30
場所　交野市立地域子育て支援センター
※いずれの相談も祝日を除きます。

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、
　開催を中止・延期等をする場合があります。
　開催の可否等は事前にお問い合わせください。

日時　月・火・水・金曜日 10:00 ～ 16:00　場所　ゆうゆうセンター

FAX
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※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、開催を中止・延期等をする場合があります。
　開催の可否等は事前にお問い合わせください。

バスケット

①6歳～小学校低学年

②小学生高学年

③中学生・高校生

①小学生低学年

②小学生高学年

中学生～一般

小学生・中学生

16歳以上

小学3年生～中学生

木曜日
月4回

17:00～17:50

18:00～19:20

19:30～20:50

15:45～17:15

17:20～18:50

5,400円

6,880円

6,880円

5,400円

5,400円

5,400円

3,600円
1回券1,020円

5,400円

4,800円
※ユニフォーム代
8,640円

6,800円

5回券 4,500円
1回券1,000円

4,300円

1,400円
年間14,500円

65歳未満6,000円
65歳以上3,000円
障がい者2,000円
※11回の回数券

19:15～21:00

19:00～21:00

15:15～16:15

17:30～18:30

15:30～16:30

16:45～17:45

10:00～12:00

16:30～17:30

17:30～18:30

18:30～20:00

各教室の時間

10:30～11:30

10:00～12:00

10:00～12:00

10:00～12:00

13:00～15:00

13:00～15:00

13:30～15:00

金曜日
月4回

水曜日
月4回

水曜日
月4回

金曜日
月4回

木曜日
月4回

木曜日
月4回

水・金曜日

木曜日
月4回

各曜日

木曜日
月4回

木曜日

金曜日

金曜日

月曜日

月曜日

水曜日

メインアリーナ

メインアリーナ

メインアリーナ

サブアリーナ

サブアリーナ

スタジオ

グラウンド

グラウンド

1階多目的室

2階多目的室

2階多目的室

メインアリーナ

サブアリーナ

会議室1.2

バドミントン
（ジュニア）

バドミントン
（初・中級）

卓球
（ジュニア）

フラダンス

キッズダンス

サッカー

グラウンドゴルフ

バレエ

Health&Beauty

ラララフィット
（60歳から始める運動）

女性体操教室1

女性体操教室2

壮年レクレーション1

壮年レクレーション2

壮年レクレーション3

気功教室

教室名 対象 場所 曜日 時間 月会費（税込）

いきいきランド交野　各種スポーツ教室
□問 いきいきランド交野☎894-1181

　いきいきランド交野では、幅広い年齢層が参加できるよう教室を展開しています。無料体験も随時実施
していますので、ぜひ、体験に来てください。
入会金　2,000円
入会特典　MIZUNO SPORTS SCHOOL Tシャツプレゼント（サッカー教室小学生クラスを除く）

一般

①3歳～小学2年生

②小学3年生

③進級クラス

小学生以上

60歳以上

16歳以上

①年中・年長

②小学生
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□問 政策企画課☎892-0121
交野の地下水100％「星のしずく、きらり☆」好評発売中

　自然豊かな交野の地下水を100%使
用し、国際評価機関のモンドセレク
ション2019で最も評価の高い「最高
金賞」を受賞した水を販売しています。
ぜひ、ご賞味ください。

価格　1本（500㎖入り）100円（税込）
販売場所
▷市役所本館受付
▷いきいきランド交野
▷星の里いわふね
▷いきものふれあいセンター
▷ゆうゆうセンター内
　「カフェ　スタッキー」

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、開催を中止・延期等をする場合があります。
　開催の可否等は事前にお問い合わせください。

詳しくは

交野山ナイトハイク

□問 かたのツーリズム推進協議会☎070-7528-6174

イベント情報

　夜の山道を歩くのは大変ですが、山頂からの眺めは
まさに絶景です。
日時　5/30（土）16:00集合　16:30出発
集合　交野里山ビジターセンター（私市駅前公園東側）
定員　20人　費用　2,000円
　（登山装備やヘッドライトの貸出あり）
申込　ホームページまたは電話
　　　https://katanoswitch.jp/switch/playing/

　「星のしずく、きらり☆」を
　　活用しませんか？

　水道水のPRを目的に店舗やイベン
ト等で「星のしずく、きらり☆」を販売・
配布する場合は、1本80円（税込）で卸
売を行っています。詳細は市ホーム
ページをご覧ください。
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交野ブランド「カタノのチカラ」新商品追加

星の白あんぱん 純米大吟醸原酒　山嵐 私市名産　茨木の蜂蜜
フレンドマート交野店
☎895-7861　星田北 2-26-1

大門酒造（株）
☎ 891-0353　森南 3-12-1

茨木養蜂園
☎ 892-4132　私市山手 3-2-2

酒かすを使った
手作り白あんぱん

を
米
お
の
産
野
交

酒
お
た
し
醸
で
技
の
統
伝

国産・純粋
100%はちみつ

セイタカヨシのフィナンシェ 天の川よし生ぎょうざ
　アミエル

☎ 892-1636　幾野 2-4-16
パティスリー　ウグイスヤ
☎ 891-4873　藤が尾 4-5-22

（株）原田食品
☎ 891-4777　倉治 5-1-35

ん？
セイタカヨシって食べられるの？ セイタカヨシの香り豊かな

フィナンシェ【季節限定】
季節を包む
地域を包む

日本酒　百天満天 神宮寺ぶどう 交野カレンダー
山野酒造（株）（交野おりひめ大学と作りました）
☎ 891-1046　私部 7-11-2

交野市農業生産連合会果樹部会
☎ 090-1903-1815（担当 : 星野）

（一社）交野新聞社
☎ 800-1380　私部 3-11-9

る
す
が
味
の
人
だ
ん
し
楽

酒
お
の
野
交

糖度が高く、果粒の大きな
品質の良い神宮寺ぶどう

交野への思いが
1年 365日

※値段はいずれも税込み

昨年1月～今年4月で、次の9商品が追加されました。
地元を愛する作り手たちによる、思いやりとこだわりが詰ま
った商品を、ぜひお買い求めください。

1個 108円 円
０
２
３
１
）
㎖
０
０
５
（
本
１

百花（190g）1,026 円

←ダックワーズ
1個 226円

1個 200円 1箱（8個入）1,080 円

円
８
２
５
１
）
㎖
０
２
７
（
本
１

1部 1,000 円

サブレ→
4個入 313円

ほしの
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　青少年指導員は、青少年が健やかに育つよう、地域で地道な活動をしています。空き家や廃屋、商店街が
非行の温床にならないようにパトロールをしたり、子ども会やPTAの活動に参加するなど、青少年に関わ
るさまざまな活動を行っています。

青少年指導員のみなさん
□問 青少年育成課☎892-7721

消費者相談 売買契約は口約束でも成立

Ｑ
A
助言

お店で時計を買いました。気が変わってキャンセルを申し出たのですが、断られました。商品は
まだ受け取っていないのに、納得できません。

口約束でも「売ります」「買います」の意思表示の一致で契約は成立します。この場合一方的に
キャンセルはできません。

保証契約など特別の場合を除き、当事者間の合意によって契約は成立します。「口では契約すると
言ったけれど契約書は作っていないから契約は成立していない」という主張は通りません。ただ
し契約書は契約の内容を記す重要なものです。よく読んで理解した上で署名捺印しましょう。

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　

宮本　仁志

勇　信彦

北村　安揮男

大西　博幸

芦田　隆治

須和　清志

山岸　忠昭

井上　順一

岡田　伴昌

今村　由華

先田　理華

村上　俊雄

伊藤　裕子

雲川　浩幸

村田　加津男

三輪　勝美

中野　貴雄

藤井　健一

阪本　まさみ

小島　清子

郡津
星田西

寺

森

天野が原町

私市

私市山手

藤が尾

幾野

星田

妙見坂

南星台

星田山手

妙見東

私部

青山

行殿

向井田

梅が枝

駅前住宅

倉治・浜の池

松塚

地　区 氏　名

谷辻　和彦

今堀　半蔵

藤重　章

秋山　毅

一色　俊男

花田　稔行

桜井　健博

日野　吉太郎

永井　良典

松村　紘子

市川　弘

薮内　正勝

栗原　義雄

小野　充明

八木　武司

谷口　和子

岡田　好生

栁原　司信

田淵　孝治

近藤　誠志

地　区 氏　名

米口　篤志

坂口　秀三郎

山添　弘子

長谷川　比呂子

向井　照賀

木村　陸司

山下　正樹

櫻田　聡智

大西　幸夫

大湾　喜久男

真鍋　二郎

東　正勝

林　良夫

森田　健太郎

澤田　眞

地　区 氏　名
みやもと　   ひとし

いさみ　 のぶひこ

きたむら　   あ き お

おおにし　 ひろゆき

 あしだ   　たかはる

   す わ　     き よ し

やまぎし　  ただあき

いのうえ　じゅんいち

 おかだ　   ともまさ

いまむら　　ゆ　か

 さきた　      り  か

むらかみ　  と し お

いとう　  ゆ う こ

くもかわ　  ひろゆき

 むらた　      か ず お

  み  わ　    かつみ

 なかの　  た か お

ふじい　   けんいち

さかもと　

 こじま　  きよこ

たにつじ　  かずひこ

いまほり　  はんぞう

ふじしげ　あきら

あきやま　たけし

いっしき　  と し お

はなだ　  としゆき

さくらい　 たけひろ

  ひ  の　     きちたろう

ながい　  よしのり

まつむら　　ひろこ

いちかわ　 ひろし

やぶうち　 まさかつ

くりはら　  よしお

 お　の　    みつあき

 や　ぎ　    た け し

たにぐち　  かずこ

おかだ　  よ し お

やなぎはら　し の ぶ

たぶち　  こ う じ

こんどう　 ま こ と

よねぐち　  あつし

さかぐち　 ひでさぶろう

やまぞえ　 　ひろこ

 は せ が わ 　  ひ ろ こ

むかい　 てるよし

き む ら　 むつし

やました　   まさき

さくらだ　 としのり

おおにし　  ゆきお

おおわん　  き く お

まなべ　    じ ろ う

あずま　まさかつ

はやし　  よしお

も り た 　  けんたろう

さ わ だ 　まこと

一
中
ブ
ロ
ッ
ク

二
中
ブ
ロ
ッ
ク

二
中
ブ
ロ
ッ
ク

四
中
ブ
ロ
ッ
ク

三
中
ブ
ロ
ッ
ク

三
中
ブ
ロ
ッ
ク
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日時　全3回　
①6/6(土)9:00～12:00(雨天時は翌週)　
②9/26(土)9:15～12:00(雨天時は翌週)
③10/31(土)10:00～13:00(雨天決行)
場所　交野小学校付近の農地　
内容　田植え、じゃがいも(かたのルビー)・さつま
　いも収穫、稲刈り、餅つき、しめ縄作り
収穫物　もち＝1人4つ程度、じゃがいも(かたのル 
　ビー)・さつまいも＝1家族2株程度を持ち帰り
対象　市内の小学生とその家族(小学生のみの参
　加不可)
定員　50人(抽選)　費用　1人1,000円
申込　5/15(金)〈消印有効〉までに、はがき・Eメール
　に①住所②電話番号③参加者(家族全員の氏名・
　年齢・参加料合計)を記入し、農政課「農とのふれ
　あい体験」係　〒576-8501〈住所記入不要〉　
　　noui@city.katano.osaka.jp

※家族単位で申し込んでください。
□問 交野市農業体験事業実行委員会 ☎892-0121

農とのふれあい体験農業

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、催し等の開催を中止・延期等をする可能性があります。開催の可否等に
ついては、事前に市ホームページで確認またはお問い合わせください。

イベント情報

アウトドア

スポーツ推進委員・文化財学芸員と歩く楽しいウ
オーキングです。八葉蓮華寺で国重要文化財の阿
弥陀如来像(快慶作)も拝観できます。
日時　5/16(土)9:30～(雨天中止)
集合　ゆうゆうセンター　正面玄関前
定員　20人
コース　天田神社→森古墳群→八葉蓮華寺→かい
　がけの道→寺地区→須弥寺→河内磐船駅(約7㌔)
費用　300円(当日徴収)
持ち物　飲み物等
申込　5/13(水)までに青年の家窓口
□問 社会教育課 ☎892-7721

第1回ノルディックウオークスポーツ

道端の草花を観察しながら歩きます。
日時　5/23(土)10:00～11:45(雨天中止)
集合　私市駅　コース　日の出橋→逢合橋付近
対象　小学生以上(小学生は保護者同伴)
定員　20人(先着)　費用　無料
持ち物　飲み物・帽子等
申込・□問 5/1(金)から交野みどりネット事務局
　　　  ☎892-0121

散歩道の草花を知ろう自然

美しい棚田で楽しみながら、田植えや野あそび体
験をしませんか。
①5/31(日)田植え・新鮮野菜天ぷら　
②8/9(日)田の草抜き・牛乳パックでホッドックつ
　くり体験
③10/11(日)稲刈り・バーベキュー・空き缶で野菜
　スープづくり体験
④12/6(日)空き缶でご飯炊き・大鍋で豚汁つくり体
　験・米のお土産
※雨天時は翌週。8月は23日に延期
集合　9:30に傍示の里
対象　幼稚園児以上の子どもとその家族
費用　1家族(4人まで)2万円
※4人超えると家族は1人につき1回1,250円。
※途中参加は、残りの回分を一括支払い。単発の参
　加はできません。
申込・□問 5/22(金)までに交野市星のまち観光協会
　　　  ☎070-2838-9690

傍示の里で家族ぐるみ里山体験体験

健康づくりのため、ウオーキングを始めませんか。
日時　5/15(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　歴史ある私部城跡コース
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

星のまち歩く歩くDAY健康
ぽ　 　　  ぽ
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新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、催し等の開催を中止・延期等をする可能性があります。開催の可否等に
ついては、事前に市ホームページで確認またはお問い合わせください。

手話で聴覚障がい者とスムーズに日常会話ができ
るようになりましょう。
日時　6/26(金)から毎週金曜日19:00～21:00(全
　15回)
場所　ゆうゆうセンター3階　団体共用ルーム1
対象　市在住・在勤・在学で手話講習会(初級・中級)
　を修了している人
定員　15人(最低催行人数5人)　
費用　無料(教材費実費)
申込・□問 6/12(金)〈必着〉までに電話・FAX・郵送で
　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
　障がい福祉課 ☎893-6400　□FAX　893-6065
　〒576-0034　天野が原町5-5-1

交野市上級手話講習会福祉

認知症を正しく理解し、認知症の人やその家族を
そっと見守り・手助けする人を増やすことを目指
して実施する講座です。
日時　6/19(金)14:00～15:30
場所　ゆうゆうセンター2階
　　　お年寄り健康教室・体験学習室
定員　30人　費用　無料
申込・□問 6/12(金)までに地域包括支援センター
　　　  ☎893-6426

認知症サポーター養成講座福祉

ゆうゆうセンター

日時　5/17(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

転倒予防や身体づくりに役立つ講義・実技です。
日時　5/18・25(月)10:00～11:00(全2回)
場所　ゆうゆうセンター1階　審査会室
内容　5/18:体力測定、5/25:結果の返却、体力アッ
　プに関する取り組み紹介等
対象　65歳以上の市民　定員　15人(先着順)
費用　無料　持ち物　飲み物
申込・□問 5/1(金)から高齢介護課 ☎893-6400

元気度知ろう会「体力測定」健康

日時　5/30(土)13:00～16:00
場所　ゆうゆうセンター2階体験学習室・集団指導
　室、4階多目的ホール
▷13:00～　オープニングイベント(「おい～で」
　による人形劇)
▷13:45～　バザー、歌声広場、遊びのブース、プラ
　板、バルーン作り、スーパーボールすくい
▷15:30～　じゃんけん大会
□問 福祉総務課 ☎893-6400

みんなあつまれ！ファミリーフェスタ2020祭り

一人暮らしの高齢者等が、安心して暮らしていく
ために任意後見制度や死後事務委任契約等につい
て一緒に学びませんか。
日時　5/27(水)13:30～15:30
場所　ゆうゆうセンター4階　多目的ホール
テーマ　「みんなで知ろう、高齢者サポートサービ
　スについて」
講師　ふじもと司法書士行政書士事務所
　　　藤本就子さん
定員　80人(先着)　費用　無料
申込・□問 5/15(金)までに地域包括支援センター
　　　  ☎893-6426
※手話通訳・要約筆記が必要な人は予約時にお伝
　え下さい。

権利擁護セミナーくらし

ふじもとしゅうこ

アウトドア

日時　5～10月(7月休講)の第4日曜日
　　　9:30～15:00(内容により雨天中止)
場所　星田ふれあいの森・奄山ふれあいの森
内容　講義・講座、実践など
対象　高校生以上の市民　定員　15人(先着)
費用　無料　持ち物　飲み物、タオル、昼食、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 5/1(金)から交野みどりネット事務局
　　　  ☎892-0121

「未来の里づくり」講座環境

えんざん
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▷あさひ認定こども園
　6/11・7/9・9/3・10/15・11/12・12/10(全て木曜)
▷くらやま認定こども園
　6/4・7/9・9/3・10/22・11/5・12/3(全て木曜)
予備日　7/16・9/10(木)〈両園とも〉
時間　9:45～11:30
内容　あそび(リズム、運動、製作)、お話(子どもの
　健康、食育)、給食試食
※保育士・民生委員児童委員・主任児童委員・保健
　師には子育て、栄養士には食事の相談可。
対象者　全6回参加可能な市内在住の2歳前後～
　未就園児の子どもと保護者
※きょうだいの保育はありません。
定員　各園おおむね16組(多数の場合は抽選。初参
　加優先。結果は5月末に郵送)
費用　無料(給食試食がある日のみ220円)
持ち物　お茶、筆記用具、帽子、上履き(保護者用)、
　必要な人はタオルや子どもの着替え
※給食試食会時のみ、子どものお弁当、保護者の白
　飯・はし・コップ
申込　5/7(木)～15(金)9:00～17:00に各園に来所
　(電話受付不可)
□問 各園　あさひ認定こども園 ☎892-0206
　くらやま認定こども園 ☎892-8433

わくわく子育て教室子育て

市内所在の国指定文化財の公開を行います。
①5/23(土)10:00～11:00
　北田家住宅(国重文)
②5/23(土)13:00～14:00
　八葉蓮華寺快慶作阿弥陀如来立像(国重文)
定員　各30人(要申込・先着順)
申込・□問 5/1(金)～15(金)に社会教育課文化財係
　　　  ☎893-8111
※土・日曜日、祝日はFAX892-1700で受け付けま
　す(観覧希望の文化財・連絡先・氏名を明記)。

春の指定文化財公開文化

その他施設(市内)

健康づくりに役立つ市オリジナルの体操です。
①5/20(水)10:30～11:30
　ゆうゆうセンター4階　多目的ホール
②5/14・28(木)13:30～14:30
　青年の家武道施設
③5/8・22(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歳以上の市民
定員　各80人　費用　無料
持ち物　飲み物、②③は上履き
申込　直接会場
□問 高齢介護課 ☎893-6400

元気アップ体操クラブ健康

ゴーヤで作る「みどりのカーテン」の育て方を学び
ましょう。受講生にはゴーヤの苗をプレゼント
①5/15(金)10:30～12:00
　ゆうゆうセンター3階　研修室
②5/20(水)10:30～12:00
　市役所別館3階　中会議室
対象　市民　定員　各30人(先着)
費用　無料
持ち物　筆記用具、袋(ゴーヤの苗持ち帰り用)
申込・□問 5/1(金)から交野みどりネット事務局
　　　  ☎892-0121

みどりのカーテン大作戦環境

ファミリー・サポート・センターは、子育ての手伝
いをしたい人(提供会員)、してほしい人(依頼会
員)、両方をする人(両方会員)をつなぐ会員組織で
す。
日時(予約制)
①6/11(木)9:15～13:00　②6/15(月)9:30～12:30
③6/18(木)9:15～13:00　④6/23(火)9:15～13:00
⑤6/25(木)9:30～12:00　⑥6/26(金)9:15～13:00
場所　ゆうゆうセンター(②は消防署)
内容　食事や遊びについての講義、保育実習、救急
　救命講習等
※②のみ受講(別枠で5人)も受け付けています。
対象　講習後、提供・両方会員として活動できる人
※保育(有料・予約制・制限あり)があります。
申込・□問 6/5(金)までにファミリー・サポート・セン
　ター ☎893-0757
※依頼会員は随時受付中。家族写真と印鑑を持参
　し、お越しください。

ファミサポ提供・両方会員講習会子育て
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新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、催し等の開催を中止・延期等をする可能性があります。開催の可否等に
ついては、事前に市ホームページで確認またはお問い合わせください。

お知らせ

交付通知書や有効期限通知書を持ち、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　5/9(土)10:00～14:00
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

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を使って、全国のコンビニな
どで証明書が取得できます。
利用時間　6:30～23:00
※5/2～5/6、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、イオン、平和堂、オー
　クワ
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
　(住民登録およ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

制度・業務

その他施設(市外)

地下に25㍍プール約90杯分の水を貯めることが
できる施設を見学します。
日時　5/10(日)10:00～16:00
場所　東大阪市花園中央公園内　松原南調整池
注意事項
▷階段の上り下りが必要です。
▷小学校低学年以下は保護者が同伴してください。
▷前日までの雨水を貯留している場合や、当日に
　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 大東市水政課 ☎872-2181

寝屋川流域協議会春の施設見学会くらし

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　6/18(木)・19(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 5/25(月)～29(金)に消防本部予防課
　　　  ☎892-0012

甲種防火管理新規講習会消防
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主食用米を作付けしない水田にて、販売目的で野
菜などの作物の生産を行う農業者に対し、国から
面積払いで交付金を交付します。
制度詳細・営農計画書は、5月から水田の所有者・耕
作者に順次郵送しています。届かない場合はお問
い合わせください。
申込　営農計画書に必要事項を記入・押印し、　　
　5/22(金)までに市農業再生協議会事務局
□問 交野市農業再生協議会事務局 ☎892-0121

農業者のための経営所得安定対策農業

4月から、「耐震補助金(耐震診断・耐震改修・除却)」
と「ブロック塀等補助金(撤去・改修)」の受け取りに
代理受領制度が利用できるようになりました。
この制度は、上記補助金の受け取りを、申請者に代
わって工事等の実施業者が受け取る制度です。こ
れにより、申請者は補助金を差し引いた費用を用
意すればよくなり、立替費用の負担が軽減されま
す。
※代理受領は申請者と契約した業者に限ります。
□問 営繕課 ☎892-0121

耐震補助金・ブロック塀等補助金に
関する代理受領制度防災

5月の定例払いは5/11(月)です。
この手当は、父母の離婚等により、父または母と生
計を同じくしていない児童(18歳になってから最
初の3/31までの児童または一定の障がいがある
場合は20歳未満の児童)を養育する母、監護し、か
つ生計を同じくする父、または父母以外で児童を
養育する人が受給できます。
受給には、公的年金給付との支給調整や本人と扶
養義務者(同居の親族)の所得制限、支給要件などの
条件があります。また、受給資格がなくなったとき
は、すぐに届け出をしてください。
□問 子育て支援課 ☎893-6406

児童扶養手当の定例払い子育て

耐震診断補助制度
対象　昭和56年5月以前に建築された木造住宅の
　所有者等
補助額　1戸あたり上限4万5,000円
耐震に関する各種工事等の補助
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。
①耐震改修工事補助制度
　工事費用の80％(上限100万円)
②耐震シェルター設置補助制度
　設置費用の70％(1戸あたり上限40万円または
　所得により60万円)
③木造住宅除却(解体)補助制度
　上限40万円
対象　次の要件全て満たす人
▷昭和56年5月以前に建築された木造住宅
▷耐震診断後の施工
▷所有者等の属する世帯の課税標準額が507万円
　未満
※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

木造住宅耐震化補助制度防災

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
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新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、催し等の開催を中止・延期等をする可能性があります。開催の可否等に
ついては、事前に市ホームページで確認またはお問い合わせください。

大学・短大・専門学校等を卒業し、引き続き国民年
金加入中の人で、保険料の支払いが困難な場合は、
50歳未満対象の免除制度(若年者納付猶予)が申請
できます。年金手帳と本人確認書類を持参しご相
談ください。
また、学校を卒業後、別の学校(大学院等)に変わっ
た場合は、再度学生納付特例の申請ができます。新
しい学生証等を持参の上、ご相談ください。
□問 医療保険課 ☎892-0121
　枚方年金事務所 ☎846-5011

国民年金保険料の免除申請年金

税・保険・年金

次の事情により納税が困難になった場合は、一定
要件により市税が減免される場合があります。
要件等の詳細はお問い合わせください。
市・府民税　生活保護受給、火災等の災害、失業(自
　己都合除く)や休廃業など
固定資産税・都市計画税　生活保護受給、火災等の
　災害など
軽自動車税(種別割)　生活保護受給、障がい者認定、
　公益専用車両など(4/1現在で要件を満たしてい
　ることが条件)
申請期限　各納期限

※すでに納付した税額は減免対象外になります。
□問 税務室 ☎892-0121

市税の減免税

11/30(月)12/25(金)第4期

9/30(水)11/2(月)第3期 ー

7/31(金)8/31(月)第2期

6/1(月)6/1(月)6/30(火)第1期

軽自動車税
(種別割)

固定資産税・
都市計画税

市・府民税
(普通徴収)

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

障がい者の日常・社会生活での「社会的障壁」を除
去する取り組みに補助金を交付します。
対象　市内の障がい者やその家族、おおむね10人
　以上の地域住民団体
補助額　3万円(定数6事業。事業終了後に交付)
実施期間　決定通知後から令和3年3/31
申請書の配布　5/1(金)から障がい福祉課ホーム　
　ページ
　http://www.city.katano.osaka.jp/soshiki/hukushibu/hukusi/

申込　5/29(金)〈消印有効〉までに申請書を郵送・持参
　で障がい福祉課
　〒576-0034　天野が原町5-5-1
□問 障がい福祉課 ☎893-6400

自発的活動支援事業福祉

対象　戦没者の死亡当時の遺族で、令和2年4月1
　日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」
　や「戦傷者戦没者遺族等援護法による遺族年金」
　などを受ける人(戦没者等の妻や父母など)がい
　ない場合に次の順番による先順位の遺族1人に
　支給
①令和2年4/1までに戦傷病者戦没者遺族等援護
　法による弔慰金の受給権を取得した人
②戦没者等の子
③戦没者等の⑴父母⑵孫⑶祖父母⑷兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有しているこ
　となどの要件をみたしているかどうかにより、
　順番が入れ替わります。
④①～③以外の戦没者等の三親等の親族(おい・め
　い等。)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計
　関係を有していた人に限ります
支給額　25万円(5年償還の記名国債)
請求期限　令和5年3/31
申込・□問 福祉総務課 ☎893-6400
※関係書類が必要ですので、申請前には事前に電
　話確認のうえ、お越しください。

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金福祉

制度・業務
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日時　7/25(土)15:00～21:30(雨天時は翌日)
場所　私立水辺プラザ・星の里いわふね・私立駅前
　広場・きさいち植物園（予定）
□問 天の川七夕まつり実行委員会事務局
　☎892-4500（交野青年会議所内　月～金曜日
　14：00～16：00）
出店者募集
対象　①市内事業者(露店商除く)
　　　②祭りの飾り付けに協力できる団体
出店料　1万円(テント貸出・電設費用含む)
使用料　①電気コンセント1口2,000円
　②プロパンガスボンベ(ホース付)1基1,620円
　③机2台・いす5脚セット2,000円
※発電機やカセットコンロは使用できません。
※応募多数の場合は抽選になります。
申込　6/5(金)までに事務局 ☎892-4500
織姫の里かたの観光大使募集
募集人数　若干名　任期　2年
対象　次の要件全てを満たす人
▷市内在住・在勤・在学の18歳以上の女性(市民の
　推薦があれば市外の人も可)
▷市のPR・産業・観光振興に関する事業(主に土・日
　曜日、祝日に活動)に参加できる(年数回)
▷モデル等の専属契約がない
申込　応募用紙と写真(L版・返却なし)を7/17(金)
　〈必着〉までに持参・郵送で事務局 ☎892-4500
飾り付け団体・地域募集
たくさんの灯火で天の川となるように、あんどん
やキャンドル等を飾ってくれる団体を募集しま
す。きれいな飾り付けでコンテストにチャレンジ
して市長賞をゲットしよう！
※材料費助成(1万円)があります。
申込・□問 5/29(金)までに事務局 ☎090-9090-2335

天の川七夕まつり各種募集祭り

固定資産税・都市計画税第1期分と軽自動車税(種
別割)の納期限は6/1(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

勤務内容　園児の健康管理等業務
勤務時間　月～金曜日8:45～17:00
勤務場所　あさひ認定こども園
対象　看護師免許証取得者　募集人数　1人
賃金　月額18万8,419円(要件により賞与あり)
申込　写真つき履歴書をこども園課まで提出
□問 こども園課 ☎893-6407

会計年度任用職員(看護師)募集求人

自動車税(種別割)の納期限は6/1(月)です。期限ま
でにお納めください。
※パソコンやスマホを利用したクレジットカード
　納付や、府税収納を扱う金融機関(ゆうちょ銀行
　除く)のPay-easyでの納付、スマホ決済アプリ
　「PayB」での納付もできます。
□問 自動車税コールセンター ☎0570-020156

自動車税(種別割)の納期限税

ペ イ ジ ー

ペ イ ビ ー

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を募集。募
集に伴い、次の事前説明会を開催します。
日時　①7/15(水)10:00～11:00
　　　②7/20(月)15:00～16:00
　　　※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っている
▷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

運転ボランティア募集福祉

募集

5・6月は赤十字運動月間です。日本赤十字社は、み
なさんからいただいた活動資金で社会貢献活動を
行っています。資金募集にご協力をお願いします。
□問 日本赤十字社交野地区事務局 ☎893-6400

赤十字活動資金募集福祉
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労働者、使用者のさまざまな相談に対応します。
日時　月～金曜日9:00～18:00
場所　エル・おおさか南館
相談方法　電話・面談
申込・□問 労働相談センター☎06-6946-2600

労働相談センター仕事

令和2年工業統計調査は、従業者4人以上のすべて
の製造事業所を対象に、6月1日時点で実施しま
す。
この調査は、工業の実態を明らかにするため、統計
法に基づく報告義務のある基幹統計調査です。調
査の結果は国および地域行政施策のための基礎資
料として利活用され、目的以外(税の資料など)に使
用することはありません。
□問 総務課 ☎892-0121

工業統計調査調査

一緒にぶどうマルシェを盛り上げましょう。
日時　6/28(日)10:00～15:00
場所　いきいきランド交野　ミルキーウェイ
定数　10ブース
費用　市内参加者1,000円、市外参加者1,500円
申込・□問 5/25(月)までに交野いきいきマルシェお
　りひめの駅運営委員会事務局 ☎892-0121

フリーマーケット参加者募集産業

野外で火を焚けない。そもそもマッチを使ったこ
とがないという人が増える中、野外活動スキルを
身につけ、その普及を通じて楽しみながら交野を
活性化しませんか。
内容　野外活動に関する講座(年8回予定。主に休
　日に開催)を受講し、受講中・受講後とも観光協
　会に属して子ども向けイベント等のサポートを
　通じて交野のにぎわいを創出する
※講座のリーダーも募集しています。
対象　野外活動スキル未習熟の高校生以上の若者
募集人数　10人　費用　無料
申込・□問 5/20(水)までに星のまち観光協会
　　　  ☎070-2838-9690

野あそび・里山体験サポーター募集体験

府は関係機関と協力して次の事業を実施します。
防災パトロール
宅地造成地や土砂採取地等での造成地の防災工事
の安全性等について点検・指導をします。
宅地防災技術研修会
5月下旬に事業者・設計者等を対象にした研修会を
行います。詳細はホームページをご覧ください。
家庭でも次の点を点検してください
①石垣・擁壁等に亀裂が入っていませんか。また、
　割れ目から地下水が染み出していませんか。
②石垣・擁壁等の水抜き穴からうまく水が流れ出
　ていますか。
③地盤は沈下していませんか。
④排水溝に泥などがつまっていませんか。
※具体的な点検方法は府建築指導室ホームページ
　にマニュアルを掲載しています。
□問 府建築指導室審査指導課 ☎06-6210-9722

5月は宅地防災月間です防災

昨今、消費者トラブルも多様化・深刻化し、被害を
防ぐためには消費者自らの行動が重要です。
消費生活センターの役割
悪質商法の被害や契約トラブル、商品事故など身
近な問題の相談を受け、解決のための助言や情報
提供を行っています。ぜひご利用ください。
日時　平日9:30～12:00、12:45～16:00
場所　ゆうゆうセンター1階　消費生活センター
申込　電話予約 ☎891-5003または直接来所
□問 人権と暮らしの相談課 ☎893-6400

5月は消費者月間ですくらし

お知らせ

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、催し等の開催を中止・延期等をする可能性があります。開催の可否等に
ついては、事前に市ホームページで確認またはお問い合わせください。

地域で身近におこるさまざまな課題を、市民活動
団体ならではの発想や地域特性を生かして解決を
図る事業に、初期費用の一部を助成します。
詳しくはホームページをご覧ください。
募集期間　5/1(金)～22(金)
□問 地域振興課 ☎892-0121

交野市まちづくり市民提案型事業の募集市民活動

募集
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次の案件に関するパブリックコメントの結果は次
のとおりです。結果概要は市役所本館2階情報公開
コーナー、市ホームページ、案件の担当部署で公開
しています。
交野市一般廃棄物(ごみ)処理基本計画(案)
意見の募集期間　1/22(水)～2/20(木)
意見の件数　0件
担当部署　環境事業所内　環境総務課
　　　　　☎892-0121
交野市学校教育ビジョン(素案)
意見の募集期間　2/1(土)～3/2(月)
意見の件数　0件
担当部署　青年の家2階　教育総務室
　　　　　☎810-0530

パブリックコメントの結果報告

交野市学校教育ビジョンは、「情(こころ)の育み☆
変化する力・変化に対応する力の育成」を基本理念
とし、中期的展望に立ち、学校教育における取り組
むべき基本的な方向性について定めたものです。
この度、令和2年度から5年間の後期計画期間の取
組み内容について見直しました。
□問 教育総務室 ☎810-0530

学校教育ビジョンを見直しました教育

マイナポイントとは、マイナンバーカードを活用
した消費活性化策として、選択した決済サービス
(〇〇ペイやICカードなど)でチャージまたは買い
物をした人に対して、買い物に使えるポイントを
付与するサービスのことで、9月から国が実施を予
定している事業です。
マイナポイントの受取には、8月末までに予約(マ
イキーID設定)が必要になります。予約はスマート
フォン(一部機種は対応外)やパソコン(ICカード
リーダーが必要)でできますが、機器等を持ってい
ない人は市役所本館2階総務課の機器を使って予
約できます。
予約に必要なもの　マイナンバーカードとマイナ
　ンバーカード取得時に設定した4桁の暗証番号
□問 総務省コールセンター ☎0120-950178
　総務課 ☎892-0121

マイナポイント予約を支援しますくらし

府は、太陽光パネル・蓄電池の共同購入の参加者の
募集をしています。生活に使う電気を発電できる
太陽光パネルと、発電した電気を夜間も活用でき、
災害時にも役立つ蓄電池。この機会にお得に購入
しませんか。詳細は専用HPで。
登録期間　6/30(火)まで
□問 おおさか みんなのおうちに
　太陽光事務局
　(固定電話)0120-758-300
　(携帯・PHS)0570-075-300 
　https://group-buy.jp/solar/osaka/home

太陽光パネル・蓄電池の共同購入環境

長年にわたり市政の振興と発展に寄与された功績
をたたえ、次の方々を表彰しました。
▷中上さち子さん
▷前波艶子さん
▷金澤𣳾子さん
▷樽本忠臣さん
▷小田美鈴さん
※写真左から樽本さん、前波さん。
※中上さん・金澤さん・小田さんは欠席。
□問 秘書広報課秘書担当 ☎892-0121

交野市有功者表彰表彰

な か が み さ ち こ

ま え ば つ や こ

かなざわやすこ

たるもとただとみ

お だ み す ず
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お知らせ
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、催し等の開催を中止・延期等をする可能性があります。開催の可否等に
ついては、事前に市ホームページで確認またはお問い合わせください。

5/14(木)～20(水)は、「ギャンブル等依存症問題啓発
週間」です。ギャンブル等をやめたくてもやめられ
ないなら、それは依存症かもしれません。依存症は
回復が十分可能な病気です。本人・家族だけで抱え
込まず、まずはご相談ください。
こころの健康総合センターでは、5月から第2・4土
曜日も相談を実施します。
□問 こころの健康総合センター
　☎06-6691-2818

ギャンブル等依存症の相談窓口健康

府は、健康・医療などに関する情報を記載した点字
広報誌「ヘルシーおおさか21」を年2回発行してい
ます。
今回のテーマは「それって依存症？」です。
閲覧場所　市役所、ゆうゆうセンター、ボランティ
　アセンター、青年の家、倉治図書館
ホームページ
　http://www.pref.osaka.lg.jp/chikikansen/tenjikoho/

□問 四条畷保健所企画調整課 ☎878-1021

点字広報誌ヘルシーおおさか21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3月曜日9:30～10:30
▷骨髄ドナー登録(無料･予約制)
日時　第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
　等
▷結核相談(随時、予約制)
▷指定難病・小児慢性特定疾病等の相談(随時、予
　約制)
▷飲料水(井戸水)等の検査(有料)・検便(腸内細菌)
　等(有料)・ぎょう虫卵(有料・予約制)
日時　5/12・26(火)9:30～11:30
　詳細は茨木保健所検査課 ☎072-620-6706
▷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

認知症高齢者等の安全の確保と家族への支援を図
ることを目的に、認知症見守りQRコードシールの
交付を開始しました。
このシールはアイロンで衣服等に貼り付けること
で、万一の場合、発見者がスマートフォン等でコー
ドを読み取ると、市の連絡先等が表示され、早期の
安全確保につながります。
対象　認知症状により徘徊する可能性のあるおお
　むね65歳以上の高齢者(認知症又は若年性認知
　症に相当すると認められる者を含む)
申込・□問 高齢介護課 ☎893-6400

認知症高齢者見守りQRコードシールを
交付します福祉
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たばこは、喫煙者が吸う煙だけではなく、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。自分自身は
喫煙していなくても、喫煙者の周囲にいて、
これらの煙を吸わされてしまうことを「受動
喫煙」といいます。
受動喫煙も、喫煙者同様に急性心筋梗塞や脳
卒中、肺がんリスクがあり、子どもはぜん息
や乳幼児突然死症候群のリスクもあります。
受動喫煙がなければ国内で年間1万5,000人
がこれらの病気で亡くならずに済んだとも
推計されています。
5/31(日)は「世界禁煙デー」です。ぜひ、この
機会に喫煙について考えてみてください。
□問 健康増進課 ☎893-6405

「吸わない人にもあるたばこの害」

健康コラム

望まない受動喫煙を防止するため、法律の改正や
府条例の制定がなされ、4月から多くの人が利用す
る様々な施設で敷地内全面禁煙または原則屋内禁
煙となっています。
また、屋外・家庭でも喫煙をする場合は周囲に配慮
し、受動喫煙防止にご協力ください。
敷地内全面禁煙
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敷地内全面禁
煙となります。
対象施設の例　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
多くの人が利用する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っています。
対象施設の例　オフィス・事業所・飲食店・ホテル・
　鉄道など
※詳細は、府ホームページをご覧ください。
□問 健康増進課 ☎893-6405

受動喫煙を防止しましょう健康

5月分に若干の空きがあります。空きのある日程・
受診項目等の詳細はホームページまたは窓口まで
お問い合わせください。
場所　ゆうゆうセンター1階　休日診療所
定員　先着順。各項目が定員になり次第受付終了。
※対象・費用等は、「わが家の健康管理」参照。
申込・□問 5/1(金)から健康増進課 ☎893-6405

5月分センター健(検)診追加募集健康

▷8月:20(木)・28(金)
▷9月:4(金)・23(水)・28(月)
※健(検)診日の指定はできません。
場所　ゆうゆうセンター1階　休日診療所
項目　特定健診(国保加入者のみ)、ぴちぴち健診、
　各がん検診(胃・肺・大腸・前立腺・乳・子宮頸)、肝
　炎ウイルス検診、結核検診
※胃がん検診受診者のみ、追加で胃リスク検診が
　受診可能です。
※対象・費用等は、「わが家の健康管理」参照。
申込・□問 5/13(水)～6/30(火)に健康増進課
　　　  ☎893-6405

8・9月分センター健(検)診健康

母子健康手帳の外国語版(外国語と日本語の2か国
語で併記)を希望者に配布します。希望者は母子健
康手帳交付時に窓口でお申し出ください。
対応言語　英語・韓国語・中国語・タイ語・タガログ
　語・ポルトガル語・インドネシア語・スペイン語・
　ベトナム語
□問 健康増進課 ☎893-6405

Bilingual maternal and child health hand-
books are available at Public Health and 
Welfare Center.
The handbooks are written in one of the 
following nine languages along with Japa-
nese : English,Korean,Chinese,Thai,Taga-
log,Portuguese,Indonesian, Spanish and 
Vietnamese.
If you wish to receive one,please inquire at 
a counter when you report your pregnancy 
at Public Health and Welfare Center.
KENKOUZOUSHINKA ☎893-6405

外国語版母子手帳の交付子育て
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信子 育 て 通

先着5組。
〈要申込〉5/20（水）～

水曜日のみ1歳6か月まで。  
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。定員5人。子どもの入室はで
きません。〈要申込〉5/1（金）～  

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

5/21（木）10:30～姿勢美人になりま
しょう

おしゃべり会
「離乳食について」 5/15（金）10:30～11:30

保育士による手遊びや読み聞かせ、保育室開放。  

お部屋の開放 水・金・土曜日
10:00～16:00

さくらんぼクラブ 5/11（月）13:00～14:00
専門スタッフによる親子体操指導。おおむね2歳～。定員20
組。〈要予約〉電話にて  いきいき親子体操 5/19（火）13:00～13:40

雨天や地面の状態が悪い場合は中止です。  園庭開放 5/13・20・27（水）10:00～12:00

お部屋の開放
月～金曜日
9:00～12:00、
13:00～15:00

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

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

●交野市立地域子育て支援センター　☎810-8270

●星田地域子育て支援センター　☎860-7193　星田こども園内

●認定こども園　交野保育園　☎891-6203

最近100均で買ってよかったもの  
牛乳パックでサイコロ作り  
先着5人。持ち物：飲み物、ヨガマットまたはバスタオル
〈要申込〉5/12（火）～ 

0歳～おおむね3歳。プレママ＆パパもどうぞ。
祝日と第1児童センター休館日はお休み。  

5/8（金）10:30～
5/14（木）10:30～

おしゃべり会
つくって遊ぼ

こりす組
うさぎ組
こあら組
らいおん組

6/3（水）10:00～11:00
6/2（火）10:00～10:45
6/4（木）10:00～10:45
6/11（木）10:00～10:45

3か月～9か月
10か月～1歳3か月
1歳4か月～1歳11か月
2歳～

5/20（水）
10:00～マタニティヨガ
11:30～ふれあいタイム

マタニティヨガ＆
ふれあいタイム

運動ごっこ  5/22（金）10:30～11:00
「歯について学ぼう」
先着5組。持ち物：歯ブラシ（親子とも）〈要申込〉5/1（金）～

たまて箱

5/25（月）10:30～11:30子育て講座

離乳食について  5/27（水）10:30～11:30育児相談会

金曜日のみ1歳6か月まで。
日祝日・星田こども園休園日はお休み。  

0歳～おおむね3歳。祝日、ゆうゆうセンター休館日は
お休み。

受付は10:00～。  　

ママの日イベント 5/8（金）11:00～ 「絵本」「体操」「お絵描き」受付は10:00～。  
大きな紙になぐり描
き 5/15（金）11:00～

未就園児。先着5組。きょうだいの保育はありません。
持ち物：現在使用中の親子の歯ブラシ〈要申込〉5/8（金）～

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。

5/21（木）10:00～11:00

雨天や地面の状態が悪い場合はお部屋開放を行います。  5/11・25（月）9:30～11:30
雨天中止。  5/18（月）15:00～16:30

5/26（火）10:00～11:00

子育て講座「乳幼児のデン
タルケアと親子で歯磨き」

親子戸外遊び

2歳以上。先着5組。きょうだいの保育はありません。
〈要申込〉5/12（火）～  

親子教室
「新聞紙で遊ぼう」

開催日現在1歳6か月未満の未就園児対象。  
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あさひ認定こども園
☎892-0206

〈遊ぼう会〉5/9（土）9:15～10:45

〈園庭〉5/11（月）10:30～11:45

〈園庭〉5/19（火）9:30～11:00
〈室内〉5/14（木）9:30～11:00

〈園庭〉5/12（火）9:30～11:00
〈室内〉5/8（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。 

2016年4/2～2018年4/1生まれ。
登録時に1000円が必要です。 

親子ふれあい体操とお山遊び。2～5歳対象。
先着30組。〈要申込〉4/28（火）10:30～ 

ほしだ幼稚園
☎891-3856

〈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。 

直接お越しください。 

ひかりの子幼稚園
☎891-9000

くらやま認定こども園
☎892-8433

〈園庭・室内〉
5/13・27（水）10:50～11:40

開智幼稚園
☎892-3488

●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

6/2（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

4か月児健診
1歳6か月児健診
2歳6か月児歯科健診
3歳6か月児健診

6/2（火）12:50～14:00受付
5/19（火）12:50～14:00受付
5/26（火）12:50～14:15受付
5/13（水）12:50～14:00受付

2020年1/11～2020年2/10生まれ
2018年9/11～10/31生まれ
2017年11～12月生まれ
2016年9/13～10/31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　ゆうゆうセンター2階

●教室・講座　健康増進課　☎893-6405　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。

6/3（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〉5/7㈭～※年間通しての参加は1人1回です。

ミルキィベビー
教室

6/9（火）13:00～15:45
2階　プレイルーム

離乳食のすすめ方、メニューの実習・試食（保護者のみ）。講座開
催日に7～18か月の乳幼児を持つ保護者対象。対象児の保育あ
り。先着15人。費用200円。〈要申込〉5/7㈭～
持ち物：筆記用具、エプロン、三角巾、ふきん、お茶、保育の場合は
必要なもの（ミルク（お湯も）やお茶（普段使用している容器に入
れる）、おむつ、汚れ物を入れる袋等。持ち物全てに記名）

もぐもぐ離乳食
講習会

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

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、催し等の開催を中止・
延期等をする可能性があります。開催の可否については、事前に市
ホームページで確認またはお問い合わせください。
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いろいろおてつだい児
童
書

山内マリコの美術館は
一人で行く派展
山内 マリコ　東京ニュース通信社

一
般
書

やまうち

スパイスカレー弁当
カレー将軍　誠文堂新光社

しょうぐん

子どもの国際力を育てる英語の庭
ヘリーン・ジャーモル・内田　岩崎書店

うちだ

船瀬 俊介　興陽館書店
ふねせしゅんすけ

おはな　つんつん
っしょに読んで  赤ちゃんの絵本

「ママ　ママ」「はあい」「おはな　つんつん」…猫や象、様々な母子が顔を寄せ合い「おはなつん
つん」。優しい言葉のくりかえしとほのぼのとした絵で、赤ちゃんとママのふれあいを描きま
す。最後はおねえちゃんとの微笑ましい「おはなつんつん」。シリーズの「おてて　たっち」「おで
こ　ぴたっ」にはパパも登場し、家族みんなで赤ちゃんを囲んで笑顔になれる絵本です。作品に
込められた温かい気持ちがあふれる付録「作者のことば」も必見です。

い

BOOK COOK&

❶ 鍋に油を熱し、鶏肉を炒める。
❷ たまねぎとにんじんを加え、炒める。
❸ ちくわ、しいたけを加え、だしを入れる。
❹ 調味料と高野豆腐を加えて、味を染み込ませたら、できあがり。

お家で作ろう学校給食メニュー

「高野豆腐の含め煮」

今月のおすすめ本
BOOK

COOK

材料（４人分）

準　備

作
り
方

武内祐人・さく　くもん出版

1. 高野豆腐は水で戻し、軽く絞る。
2. 干ししいたけも、水で戻しておく。
3. ちくわは輪切り、たまねぎはさいの目切り、にんじんはいちょう切りにする

・高野豆腐・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・鶏肉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・ちくわ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・たまねぎ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・にんじん・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・干ししいたけ（スライス）・・・・・・・・・・・・・・・・・
・酒・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・淡口しょうゆ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・砂糖・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・油・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・だし・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

70㌘
160㌘
80㌘
280㌘
40㌘
3㌘

大さじ1/2
大さじ2
大さじ2
適量
400㏄

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

新型コロナウイルス感染症拡大防止対策のため、5/6（水）まで臨時休館中です。
今後の状況により変更が生じた場合は、図書館ホームページ等で随時お知らせします。

えがしら みちこ　小学館

きみが、この本、読んだ
なら　ざわめく教室編
戸森 しるこ他　さえら書店

しつもん！ドラえもん　教えて！国際社会編
小学館

きえるあひる
なつめ よしかず　福音館書店

じつは食べられるいきもの事典
松原 始 他　宝島社

イチからつくるプラスチック
岩田 忠久　農山漁村文化協会

年をとってもちぢまない
まがらない

ひこばえ　上・下
重松 清　　朝日新聞出版
しげまつきよし

発注いただきました！
朝井 リョウ　集英社
あさい

たけうちよしひと

まつばらはじめ

いわたただひさ

□問 

ともり
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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

いやいや、こんな硬いの2人でも無理よ。

そんなこと言わずに～！1㍍未満にしないと有料になるのよ。

ちょっと！物干し竿折り曲げるの手伝って！

それ、折らなくても大丈夫ですよ。
1 ㍍を超えても無料で出せるものもあるんです。
1㍍以上の粗大ごみは有料になりますが、やはり折ったり切っ
たりするのは大変です。
硬いものを無理やり折ったり切ったりするのは危険も伴います
ので、家庭で日常的に使う次のものは1㍍以上でも無料で出す
ことができます。

品目
物干し竿、傘、ほうき、モップ、デッキブラシ、フローリングワ
イパー、その他柄の付いた掃除用品

地　　　区
曜　　　日

燃やすごみ 廃プラ 缶・びん・
乾電池等

新聞・雑誌・
段ボール等

粗大ごみ・
有料粗大ごみ

幾野

月・木

火
第 1・3水 第 1・3金 第 2水

青山、私部 (一部除く）、向井田 第 2・4金 第 4水
私部 4丁目 77～80番、郡津 第 2・4水 第 1・3金 第 3水
倉治、東倉治

金 第 1・3水
第 1・3火 第 2水

私部 8丁目 12・14・18・19・32番 第 4水
神宮寺、寺、寺南野、森、森北、森南

第 2・4火
第 2水

私部南 第 4水
天野が原町 第 2・4水 第 2・4火 第 3水
私部西

火・金
月

第 1・3水 第 1・3木 第 4水
私市、私市山手 第 2・4木 第 4水
星田北

第 2・4水 第 1・3木
第 1水

梅が枝、松塚 第 3水
藤が尾 第 2・4木 第 3水
南星台 1丁目・2丁目 1～ 5番、星田

木 第 2・4水
第 1・3月 第 1水

南星台（一部除く）、星田西、星田山手、妙見坂、妙見東 第 2・4月 第 1水
傍示 木 木 第 1・3木 第 2・4木 第 2水

※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。ごみ収集日 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。
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そうだ、きさいち植物園に行こう！そうだ、きさいち植物園に行こう！
Let's go Kisaichi botanical garden

サツキツツジ

※気象状況により開花時期は前後します。現在の開花状況は植物園までお問い合わせください。

新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言措置に伴い、次の期間休園します。
ご迷惑をおかけしますが、皆様のご理解・ご協力をお願いします。
【休園期間】5月31日（日）まで　　
※状況に変化があった場合は、速やかにホームページ等でお知らせします。

5月

6月

アジサイ

ガクアジサイ ササユリ

大阪市立大学理学部付属植物園（愛称：きさいち植物園）　
●☎ 891-2059　●交野市私市 2000（私市駅徒歩 6分）　●HP　https://www.sci.osaka-cu.ac.jp/biol/botan/

●開園時間　9:30 ～ 16:30（入園は 16:00 まで）　●休園日　月曜日（祝休日の場合は開園）
●入園料　大人350円 /中学生以下無料　●駐車料　普通車 500円 /マイクロ 1,000 円
※ 65歳以上は「植物園メイト」に登録すると入園料が無料になります。

こぼれ話

6月 6月

6月

後
倒
伐
→

前
倒
伐
←

株
り
切
←

●常緑低木で人家等に植栽
● 5～6月、枝の先に紅紫色
の花
●名前の語源は旧暦の 
「皐月」。5月に咲くことか
ら来ている 

●観賞用で全国に広く栽培
● 6月頃、手まり状の花。ほ
とんどが飾り花
●ガクアジサイを元に、日
本で生まれた園芸品種

●落葉低木で庭等で栽培
● 6月､ 中央に両性花、その
周りに大きな飾り花
●神奈川県や伊豆半島など
の暖かい海岸に近い山地
に自生する

●本州中部より西の山地に
生える多年生の草
● 6 月頃、茎の先に2～3輪
の淡い紅色の花
●名前の語源は葉の感じが
ササに似ているため

樹齢約 70 年のセンペルセコイアの木を切り倒しま
した。数年前の台風で二股になっている部分の片方
が途中から折れ、折れた方はそこからも元気な枝が
生えてきましたが、残った方が徐々にに弱り、下の
枝から枯れてしまったためです。
木の高さは 30mを超え、幹の周囲は 4m30cmもあ
りました。使用したチェーンソーの長さは55cm し
かなく、普通に切っては届きませんが、作業員の熟
練の技で何とか切り倒しました。
切り株をご覧いただけますので、ぜひ約 70 年の木
の歴史をご覧ください。
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完成当時の交野無尽金融本店 金澤社長壽像

星ノ町
レジェンド

倉治の傑物
かなざわやすはる

金澤泰治
1888年―1948年

　金澤泰治は、明治21年（1888年）に倉治に生
まれました。交野村役場に勤務し、わずか26歳
で収入役（現在の市長・副市長に次ぐ特別職）を
務めるほどの人物でした。しかし、半年ほどで
収入役を辞め、地域活性のためには、金融の円
滑な流通が重要であることに着目して、大正3
年（1914年）に交野無尽金融合資会社を設立し
ました。「無尽金融」とは聞きなれない言葉です
が、今で言うと銀行のようなものです。
　交野無尽金融は大正11年に株式会社となり、
府内各地に支店を置くほど事業を拡大してい
きました。また、地元倉治の源氏の滝付近に修
養道場（修行や養生をする施設）を作るなど、社
会貢献にも努め、昭和15年（1940年）に府知事
より功労者表彰を受けました。
　交野無尽金融は、他の府内無尽金融4社と合
併し、近畿無尽金融株式会社となり、泰治は昭
和23年にその会社の社長に就任しました。この
近畿無尽金融は、後の近畿大阪銀行となり、現
在は関西みらい銀行として今も大阪の経済を
支えています。
　泰治の遺産は、今も交野で活躍しています。
倉治図書館前にある教育文化会館は、昭和4年
に交野無尽金融の本店として建てられた建物
です。レンガ作りで中世ヨーロッパの城郭を思
わせるような当時の交野の最先端を行くデザ
インで、また、建築後90年経った今も使われて

いるほど頑強な建物です。この建物は合併で交
野無尽金融としての役割を終えた昭和17年に
泰治から交野町へ寄贈され、現在の市役所に庁
舎移転する昭和48年まで町役場として長く使
われました。今は、歴史資料や文化財等を展示
する施設として親しまれているほか、平成19年
（2007年）には昭和初期の貴重な建築物として
国の登録有形文化財に登録されました。
　教育文化会館の南側に立つ消防団詰所のそ
ばには「金澤社長壽像」があり、今もこの建物を
見守っています。

□問 社会教育課文化財係 ☎893-8111

かたのむじんきんゆう

じゅぞう
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私部城
梅の実狩り

日時　5/16(土)
　　　10:00～12:00
集合　9:45に市役所別館前　
対象　小学生(保護者同伴)
内容　お城のお話、梅の実狩り、
　　　私市のホットハチミツ
　　　レモン
定員　30人(先着)
費用　1家族300円
□申・□問 私部城を活かし守る会
　　　☎090-9090-2335

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、開催を中止・延期等をする可能性があります。開催の可否等については、
事前に各問い合わせ先へお問い合わせください。

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。

7月号の締め切りは5/29（金）

コーラス四季の会　会員募集
みんなで発声、軽い体操、歌う、気
軽に見学を。毎週水曜10:00～
12:00。青年の家。女性対象。入会
1,000円。月3,000円。
□問 早川 ☎090-4905-8844

はやかわ

かたのクリーンパトロール隊
自然体験、キャンプ。5/24(日)入隊
式。年7回程度。みんカフェルーム
他。小学生以上の隊員と隊を運営
するリーダー(18歳以上)。活動に
より実費。
□問 伊藤 ☎090-6204-5611

いとう

饒速日命と物部氏と交野
参加自由。古文化同好会の勉強会。
5/9(土)10:00～12:00。青年の家
学びの館。講師は交野古文化同好
会企画事業部。200円(資料代)。
□問 村田 ☎892-2326

むらた

にぎはやひのみこと もののべし

王仁公園から山田池へ
近場をよく知りましょう。一般向
け7㌔。雨60％で中止。5/23(土)
9:30。長尾駅。600円(保険代含
む)。
□問 鶴園 ☎891-6002

つるぞの

わ に

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。5/13(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。
□問 雲川 ☎891-0884

くもかわ

ありがとう笑いヨガ
笑う門に健康来る。免疫力UP健康
寿命を延ばそう。5/16(土)13:30～
15:00。ゆうゆうセンター。500
円。
□問 藤谷 ☎090-3038-5085

ふじたに

あしたへ！
発達障がい等気になる人お話しし
ませんか。5/21(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。
□問 中野 ☎891-9040

なかの

童謡を歌って元気アップしよう
昔懐かしい歌をみんなで歌いま
しょう。お気軽に。5/25(月)13:00
～14:30。いきいきランド交野。
1,000円。
□問 小澤 ☎090-7103-4793

おざわ

見て観て歩こう会(ササユリ)
今や希少種となった野生のササユ
リがたくさん。6/6(土)9:30。私市
駅集合。雨天中止。くろんど園地。
無料。
□問 交野自然の杜クラブの富永
　 ☎090-2359-5091

とみなが

恒例　バザー開催
日用品から玩具まで色々あり。雨
天決行。6/6(土)10:00～。交野会館
(郡津駅前)。
□問 国際交流協会 ☎894-1113

ハートフルコンサート～音の和～
合唱やクラフト。ゲスト長町香里さ
ん・高野良輔さん。5/31(日)13:00
開場。13:30開演。ゆうゆうセン
ター。500円(要予約)。
□問 中山 ☎090-2282-0054

なかやま

ながまちかおり

たかのりょうすけ

ママのリフレッシュデー・ヨガ
5/28(木)10:00～12:00。ゆうゆう
センター。育児中の人対象。保育付
定員15人。500円。
□申 ･□問 5/11(月)10:00～15(金)
　　　12:00にKid'sさぽーと・か
　　　たの ☎090-9865-7724
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情

交野山清掃ハイキング
傍示の里、かいがけの道など4コー
ス。雨天決行。6/7(日)9:00。河内磐
船駅集合。交野山ハイキングコー
ス。無料。
□問 友田 ☎841-4161

ともだ

第41回交野市長杯卓球大会
種目混合W女子W男子S、中学生
男女別S。6/7(日)。いきいきランド
交野。市内在住・在勤・在校者対象。
一般1,000円、中学生100円。申込
締切5/24(日)
□問 鶴谷 ☎090-2191-1597

つるたに

交野市長杯GG大会
道具借出し有り。6/8(月)9:00。私
部公園グラウンド。予備日6/9(火)。
無料。
□問 山口 ☎892-6788

やまぐち

兵庫津(神戸)
平家の盛衰を見て歩きます。一般
向け8㌔。6/13(土)8:25。河内磐船。
2,200円。
□問 鶴園 ☎891-6002

つるぞの

ひょうごづ

イタリア人による料理教室
シチリア郷土料理とミニイタリア
語レッスン。6/14(日)11:00～
15:00。ゆうゆうセンター。高校生
以上対象。2,200円。
□問 国際交流協会 ☎894-1113

交野市長杯ソフトテニス大会
6/21(日)9:00～。私部公園テニス
コート。予備日7/24(祝)。中学生以
上対象。中学生1ペア800円、一般
1ペア1,200円。
□申  5/29(金)までに青年の家
　 ☎892-7721
□問 飯塚 ☎892-7464

いいつか

第2回 星の俳句コンテスト作品募集
星や星にまつわるものを題とした俳句（定型・自由律問わず）を募集
します。
募集部門　小学生(幼児含む)部門、中高校生部門、一般部門
表彰式　7/7(火)16:30～18:00、星田妙見宮七夕祭り内
申込　5/31(日)までにはがきで「星の俳句コンテスト」係
　　　〒576-0016　星田2-5-14　佐々木方

□問 天の川・交野ヶ原日本遺産プロジェクト実行委員会事務局の久富
　 ☎080-5339-3106

ひさとみ

第8回 市星連体力測定会
日時　7/16(木)　(午前の部)9:15～、(午後の部)12:15～
場所　ゆうゆうセンター4階　多目的ホール
対象　市星連会員、市内在住の60歳以上
定員　50人(先着)　参加費　無料
□申・□問 5/31(日)までに市星連若手部の佐々木 ☎090-3714-5383
※以前に参加した人方は、体力測定手帳を持参してください。

ささき
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人
口
と
世
帯（
3月
末
時
点
） ：
 世
帯
 ：
32,899世

帯
人
口
 ：
 77,588　

男
 ：
 37,443人

　
女
 ：
 40,145人

ＦＡＸ

動画は「かたのスイッチ」公式
YouTubeチャンネルで
https://youtu.be/2Zz2AOY6_gE

※人口集中地区外で管理者の特別な
　許可を得てドローン撮影をしています。

　多くの人に親しまれている大阪市立大学理学
部附属植物園（きさいち植物園）の桜を撮影しま
した。
　園内のサクラ山には、さまざまな種類の桜が植
えられていますが、撮影した3月25日は特に枝垂
桜が見ごろで、一面に降り注ぐように咲いていま
した。
　普段、花見は下から見上げることがほとんどで
すが、上から見る桜もまた違った味わいがありま
す。

きさいち植物園の桜

交野空撮




