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特集 いきものが暮らす いきものと暮らす
ゆるキャラグランプリ

いきものが暮らす
いきものと暮らす

交野の豊かな自然は、私たちが誇れる市の大きな
魅力のひとつです。その「交野の豊かな自然」がどんな
ものかをみなさんはご存知でしょうか。どんな草木が
生えていて、どんな動物や虫たちがいるのか・・・
そんな疑問を調べていくため、
「 交野みどりネット」
が2018年に「交野しぜんしらべたい」プロジェクトを
発足し、月1回のペースで有志のみなさんが集まり、
生き物全般を調査しています。
2020年2月までに18回の調査を重ね、植物894種・
動物415種もの生き物を確認してきた成果の中から、
メンバーお気に入りの生き物を紹介します。
交野みどりネット事務局 ☎892-0121
（環境衛生課内）
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オオヨシキリ
4〜9月に天野川や
休 耕田など で見ら
れ ま す 。ヨシ の 先
に止まり 、
「 ギョシ
ギョシ」と大きな声
で鳴きます。

交野を彩る

野鳥たち
写真提供：交野野鳥の会

ソウシチョウ
模 様が 鮮やかな鳥で
す 。通 年 、交 野 の 山 地
全 域 で見られ 、特に交
野山でよく見られます。
2015 年 頃から数が増
えてきています。

カワセミ
「清流の宝石」とも呼ば
れる美しい鳥 。池 や川
に年中いますが、5〜7
月は山で 子育てをする
ので天野川で見ること
は少なくなります。

サンコウチョウ
目の周りの青色と
長い尾が特徴的な
鳥です。
「 ツキヒホ
シ ホイホイホイ」
と鳴くことから月・
日・星の3つの光で
三光鳥と名付けら
れました。

キクイタダキ
秋から春に 、山 の中で
たまに見かける薄い緑
色 の 小さな鳥で す 。よ
く針葉 樹の枝にぶら下
がりながらエサを探し
ています。

オオルリ
春 に 南 から渡ってくる
渡り鳥。名前のとおりる
り色の 体が 特 徴 です。
美しさは見た目だけで
なく 、オスはき れい な
声でさえずります。

キビタキ
春から秋まで見られま
す。オスは鮮やかな黄色
い模 様が 特 徴 ですが、
木の中でさえずるので
その美しい姿を見つけ
るのは難しいです。
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森や町中で目を引く

木や草花
ミヤマガマズミ
ネジバナ

秋に真っ赤な実をつけ
るガマズミの仲間。交野

日当たりのいい芝
生や草地で見かけ
ます。名 前 の 通り
ねじれている草で、
ねじれ方は右巻き、
左 巻きいろいろ。
中にはねじれてい
ないものもありま
す。

の山は深山ではありま
せんが、こちらの方が多
く見られます。

みやま

イワナシ
交野市の花「ツツジ」の
仲間。岩場に生え、果実
の味が梨に似ているこ
とが 語源。ピンクの花
がとても可愛いです。

コバノミツバツツジ
春にたくさんの小 ぶりな
花で尾根や雑木林をピン
ク色に 染 め 、ハイカーを
和ませてくれる花です。

ツルリンドウ
夏に咲く花はあまり目立ち
ませんが、秋になると鮮や
かな赤 色の 光 沢がある美
しい実をつけます。
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ヤマフジ
4〜5月に明るい森のあち
こちに藤 色の蝶の形をし
た花をたくさん垂らして咲
かせます。その美しさには
目を奪われます。

ササユリ
その美しい姿から「森の妖精」と呼ば
れます。全国的に数が減る中、交野は
保護団体のおかげで増えていました
が、昨年からまた減り始めています。
球根を食べるイノシシが原因？

草木のかげの

小さな昆虫たち
マユタテアカネ
顔に眉のような斑点が
あることが 特 徴 です 。
一般的に赤とんぼと呼
ばれるアキアカネの仲
間ですが、赤くならない
ものも多いです。

ホンミスジ
3〜4cmの蝶。住宅 街
でも日当たりの良い庭
などによくいます 。羽
を開いたまま滑空する
特徴的な飛び方をしま
す。

クルマバッタモドキ
クルマバッタより多く見
られます。背中に一対の
「く」の字の模様があり、
「×」に見えます。

ハグロトンボ

コアオハナムグリ
緑 〜 銅 色の 体に白い点が
ちりばめられた模様をして
います。林や原っぱで、よく
花にもぐって花粉を食べて
いる姿を目にします。

ホタルガ
昼間に飛 ぶ 蛾。羽に白い
V 字 の模 様が 特 徴 です 。
頭が 赤く、他が 黒い 姿が
ホタルに似ていることか
ら名前が付きました。

蝶のようにひらひら羽ば
たいて飛ぶトンボです。
名前の由来は見たまま羽
が黒いから。星の里いわ
ふね近くの天野川でよく
見かけます。

「交野しぜんしらべたい」 参加者

大歓迎！

交野の自然の今を調べることが、未来の多様な生態系を守ることにつながると考え活動しています。
まだまだメンバーが少ないので、興味がある人は、ぜひご参加ください。
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かたの

交野市

おりひめちゃん

®

今年もゆるキャラたちの人気を競う「ゆるキャラグランプリ 2020」が行われてい
ます。
2011年に「くまモン」のグランプリで始まったこの大会も、今年で最後となります。
市のゆるキャラ「おりひめちゃん」も初回から参加し、2016年からは枚方市キャラ
クターの「ひこぼしくん」
とタッグを組んで挑戦し、今までの最高順位は54位。最後に
この記録を更新できるよう日々努力しています。
みなさんもぜひ「おりひめちゃん・ひこぼしくん」への投票をお願いします。最後の
最後まで、おりひめちゃんをお願いいたします！
地域振興課 ☎892-0121
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年に一度しか会えない？
そんなの耐えられない！って、
実はこっそりデートしているのは
秘密…☆彡

七夕伝説ゆかりの地、
交野市と枚方市を盛り上げるために力を合わせて頑張っているよ！
ラグランプリ成績
おりひめちゃんのゆるキャ
2011年

160位

2016年

146位

2012年

611位

2017年

54位
（過去最高）

2013年

418位

2018年

84位

2014年

508位

2019年

106位

2015年

369位

2020年

さらに上位を目指します！

投票方法

①パソコン・スマートフォンで公式サイトに
アクセス

ファイナル記念ステッカーを
を

1,000枚配布！

8/3㈪
から

https://www.yurugp.jp/jp/

ゆるキャラグランプリ
②ID登録する
（初回のみ。昨年以前に登録した人
も新たに登録が必要です）
③登録したIDでログインする
ID登録
④1IDにつき、
1日1回投票できます
※ガラケーはID登録せずに投票でき
ます。
※携帯電話の契約次第ではさらに
お得なサービスもあります。
詳細は公式サイトをご覧ください。 投票

地域振興課（市役所本館2階）
で
特製ステッカーを配っています。
ぜひゲットして応援の熱を高めて
ください！
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1人10万円の特別定額給付金は、
令和2年8/31㈪が申請期限です
この給付金は、
新型コロナウイルス感染症に関する外出自粛や休業による家計への支援を行う
ため､基準日（令和2年4月27日現在）で､住民基本台帳に登録されている人1人につき10万円を
支給するものです。
期限を過ぎて申請されたものは給付できません。必ず期限までに申請してください。
※オンライン申請も令和2年8/31㈪が申請期限です。

マスクによる熱中症にご注意ください
マスクの着用は、新型コロナウイルス感染拡大防止に効果的ですが、
マスクの中は高温・多湿になり、
マ
スクを着けていない場合に比べると、熱中症のリスクを高める恐れがあります。
次のことに注意し、熱中症を予防しましょう。また、熱中症になりやすい高齢者や子ども等は、より注
意する必要があります。周囲の人からも積極的な声かけをお願いします。
①屋外で人と十分な距離（少なくとも2㍍以上）が確保できる場合は、
マスクを外しましょう。
②マスクを着けていると口の中の湿度が保てるため､のどの渇きを感じにくくなります｡ のどが渇いて
いなくても、こまめに水分補給をしましょう。
③できるだけ､強い負荷のかかる作業や運動は避けましょう｡また､周囲の人との距離を十分にとれる場
所で、マスクを外して休憩することも大切です。
④できるだけ、外出は暑い日や時間帯を避け、涼しい服装を心がけましょう。
⑤体温は熱中症になった場合にも上がりますので、
日頃の体温測定は、
新型コロナウイルス感染症だけで
なく熱中症予防にも有効です｡体温が高いときや､体調が悪いと感じたときは､無理せず静養するよう
にしましょう。
水分補給の目安
▷飲む量 成人で1日1.2㍑を目安に補給しましょう。大量に汗をかいたときは、
塩分の補給も必要です。
▷飲むタイミング のどが渇いたと感じるときは、すでに脱水が始まっています。のどが渇く前に飲む
ようにしましょう。
▷飲み方 一度に大量の水を飲んでも体に吸収される量は決まっています。こまめに少しずつ飲みま
しょう。

新型コロナウイルス感染拡大防止のため物品の寄付をいただきました
寄付いただいた物品は、
医療機関や社会福祉施設、
子ども関連施設を中心に
配布します。

天野が原町1・5丁目自治会様より
マスク
（個包装用）1,100枚
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橘内建設株式会社様より
マスク2万枚

避難所での新型コロナウイルス感染症対策
8月は台風やゲリラ豪雨で土砂災害が発生する可能性が高い月です。これらの災害に対応するため、
避難所を開設する場合がありますが､避難所での新型コロナウイルス感染拡大を防止するため､さまざ
まな対策を講じる必要があります。
市でも､避難所開設時には対策を行いますが､市民のみなさんも､次の点についてあらかじめ注意し､感
染拡大防止にご協力をお願いします。
お住まいの地域の危険性を再確認してください
避難とは､｢難｣を｢避｣けることです。土砂災害（特別）警戒区域や浸水想定区域の中に住んでいる人は
避難することが原則ですが、安全な場所にいる人まで避難所に行く必要はありません。
再度、自分の居住地に、どのような危険性があるかを確認しましょう。
避難先は、市が開設する避難所だけではありません
安全な場所にある親戚や知人の家やその他安全な場所に避難することも検討してください。また､日
頃からその親戚・知人と避難について相談しておくことも大切です。
避難するときは、マスク・消毒液・体温計等を、
できる限り持参してください
市でも避難所に消毒液等を用意しますが､多くの人が避難した場合､これらの物資が不足する可能性が
あります｡マスク･消毒液･体温計等､自分自身や家族の衛生管理に必要と思われるものはできる限り
持参してください。

あなたがとるべき避難行動は？
ハザードマップで、自宅がある場所に
色が塗られていますか？

いいえ

はい
洪水・土砂災害の危険があるので、
安全な場所への避難が必要です。

例外

原則、
自宅で安全を確保してください。
ただし、色が塗られていなくても、周りと比べて低
い土地やがけのそばに住んでいる場合は、避難情報
を参考に必要に応じて避難してください。
浸水の危険があっても、堅牢なマンション等の上層
階に住んでいる等、洪水による家屋倒壊・崩落の危
険がなく、建物に十分な高さがあり、水・食糧など
の備えが十分にある場合は自宅で安全確保するこ
とも可能です。

自分自身または一緒に避難する人は、
避難に時間がかかりますか？
はい

いいえ

安全な場所に住んでいて、
身を寄せられる親戚や知人はいますか？

安全な場所に住んでいて、
身を寄せられる親戚や知人はいますか？

はい

いいえ

はい

いいえ

避難準備・
高齢者等避難開始
（警戒レベル3）が出
たら､安全な場所に
ある親戚･知人宅に
避難しましょう。

避難準備・
高齢者等避難開始
（警戒レベル3）が出
た ら、市 が 指 定 す る
避難場所に避難しま
しょう。

避難勧告
（警戒レベル4）が出
たら､安全な場所に
ある親戚･知人宅に
避難しましょう。

避難勧告
（警戒レベル4）が出
た ら、市 が 指 定 す る
避難場所に避難しま
しょう。
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いま、テレビで人気の

私部を一緒に歩きませんか？

にもゆかりのある

身近にある｢歴史の舞台｣を発見しに、戦国時代の足跡を一緒に歩いてみましょう。

① 9/2 ㈬ 10:00 〜 11:30
③ 10/7㈬ 10:00 〜 11:30

② 9/16 ㈬ 10:00 〜 11:30
④ 10/21㈬ 10:00 〜 11:30

※全日程同じコースを歩きます。荒天中止。
集合
服装
申込

青年の家
定員 各30人
費用 300円(資料代・保険代)
持ち物 飲み物
動きやすい服装・靴でマスク着用の上お越しください。
▷Eメール：hoshi_machi@katano-kanko.com
(件名に「星のまちめぐり」と入力)
▷電話：星のまち観光協会 ☎ 070-2838-9690
▷FAX：地域振興課 FAX 891-5046
星のまち観光協会 ☎070-2838-9690

北田家住宅
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札の辻橋

無量光寺

光通寺

私部城跡

ひとり親世帯臨時特別給付金
問 子育て支援課☎893-6406
□

新型コロナウィルス感染症の影響を受け、子育てに対する負担の増加や収入の減少などにより大きな
困難が心身等に生じているひとり親世帯を支援するため、臨時特別給付金を支給します。対象と思われ
る方に7月末までに案内を送付します。
基本給付
対象 次のいずれかに該当する人
①令和2年6月分の児童扶養手当を交野市から受給する
②公的年金等を受給しており、
令和2年6月分の児童扶養手当が全額停止となる
③新型コロナウィルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給してい
る人と同じ水準となっている
給付額 1世帯5万円、
第2子以降1人につき3万円
申込 ①に該当する人：申請不要
（8月末までに振込予定）
（申込受付・審査後できるだけ速やかに振込）
②③に該当する人：8/3（月）〜31（月）に子育て支援課
追加給付
対象 基本給付の①または②に該当する人のうち、新型コロナウィルス感染症の影響を受けて家計が急
変し、収入が減少した人
給付額 1世帯5万円
（基本給付の①に該当する人も申請が必要）
申込 8/3（月）〜31（月）に子育て支援課
支給時期 申込受付・審査後できるだけ速やかに振込

予防接種は「不要不急」
ではありません。早めに接種しましょう
問 健康増進課☎893-6405
□

定期予防接種は、ワクチンで防げる感染症の発生およびまん延を予防する観点から非常に重要であ
り、感染しやすい年齢を考慮して感染症ごとに接種年齢を定めて実施しているものです。特に子どもの
予防接種を延期してしまうと、感染症にかかるリスクが高い状態となることから、定められた期間に接
種することが重要です。
新型コロナウイルスの感染を心配し、病院へ行くことを控えている人もいると思いますが、予防接種
は「不要不急」ではありません。また、新型コロナウイルス感染症は、今後も数か月単位での流行が予想さ
れるため、完全に収束するのを待っていると接種期間が過ぎてしまいます。接種を延期・控えている人
は、期間内に早めに予防接種を受けに行きましょう。
接種期間が短い予防接種 B型肝炎、
BCG、
MR
（1・2期）
、
高齢者肺炎球菌

おわびと訂正
広報7月号15㌻、｢後期高齢者医療制度のお知らせ」の「自己負担額限度額とその判定基準」表に誤りが
ありました。
誤りは所得区分「一般」の負担割合「3割」で、
正しい負担割合は「1割」
です。
おわびし下表のとおり訂正いたします。
所得区分
所現
課税所得690万円以上
得 役 Ⅱ 課税所得380万円以上
者並
み Ⅰ 課税所得145万円以上
一
般
低所得Ⅱ
低所得Ⅰ

自己負担限度額とその判定基準
自己負担限度額（月額）
外来（個人単位）
外来＋入院（世帯単位）
252,600円＋ ( 医療費−842,000円) ×1％（多数回140,100円）
3割 167,400円＋ ( 医療費−558,000円) ×1％（多数回93,000円）
80,100円＋ ( 医療費−267,000円) ×1％（多数回44,400円）
18,000円（年間14.4万円上限） 57,600円（多数回44,400円）
1割
24,600円
8,000円
15,000円

負担
割合
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令和元年度のごみの量を取りまとめました
問 環境総務課☎892-0121
□

（単位：㌧）

焼却ごみ
（A）
事業系

小

平成30年度

11,979

3,880

15,859

997

令和元年度

12,177

4,291

16,468

1,125

前年度比

＋198

＋411

＋609

＋128

（単位：㌧）
平成30年度

資源ごみ
（C）
古紙・
缶・びん 牛乳パック 段ボール 廃プラ

計

粗大ごみ
（B）

家庭系

その他

合 計
（A）＋
（B）＋
（C）

386

9

334

968

44

18,597

令和元年度

361

9

343

953

55

19,314

前年度比

−25

±0

＋9

−15

＋11

＋717

令和元年度のごみの量は、
前年度と比べて増加しました。
家庭での生ごみ・食品ロスを削減するために、調理くずや副菜をリメイクすることや、必要な物を必要
な分だけ購入すること、生ごみは十分に水きりするなど、
「使いきり・食べきり・水きり」の3きりに取り組
み、
ごみの分別にも取り組みましょう。

食材は捨てずに
「使いきり」
食事は残さず
「食べきり」
水気を絞る
「水きり」

消費者相談

Ｑ
A

助言

1か月無料の動画配信サービスを解約したのに
料金が引き落されていた

4か月前に1か月無料動画配信サービスの登録をして、1か月経過直前に解約手続きをした。先日、
スマホ料金がいつもより高額だったので調べると、この動画配信サービスの月額料金も一緒に引
き落されていた。返金してもらいたい。
相談者には申込・解約の経緯と返金希望を事業者に書面通知するよう助言し、当センターからも
事業者に問い合わせると重複契約であったことが判明しました。相談者は、このサービスのアプ
リから申込をした後、上手く動画再生ができなかったので再度、動画配信サイトからの直接申込
を行っていました。相談者が行った解約処理はアプリ受付の分だけで、サイトからの直接申込分
の料金が請求されていました。
無料期間だけサービス利用したい場合には、解約期間やその方法、こうした重複がないかチェッ
クしておくことが大切です。
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

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
交野マラソン2020応援ポスター展

が、大会を盛り上げようと市内の小学生が心を込
めて描いてくれた作品をお披露目します。
今回は、優秀作品等の決定はしません。
場所

8/11(火)〜16(日)9:00〜17:30

青年の家1階

ロビー

問 社会教育課 ☎892-7721
□

費用

ジュニア手話教室

てみませんか。

残念ながら、コロナ禍で大会が中止となりました

日時

福祉

聞こえない人の大切な言葉「手話」にチャレンジし

青年の家
展示

ゆうゆうセンター

無料

日時

8/17(月)低学年：13:30〜14:30

場所

ゆうゆうセンター3階

費用

無料

対象

高学年：15:00〜17:00

市内在住の小学生

団体共用ルーム1

定員

各15人(先着)

問 8/11(火)までに①氏名(ふりがな)②電話番
申込・□

号③学年を電話・FAXで障がい福祉課
☎893-6400

健康

FAX 895-6065
□

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。
日時

場所

内容

8/17・24(月)10:00〜11:00(全2回)

ゆうゆうセンター1階

審査会室

8/17：体力測定、
8/24：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

5人

費用

問 8/3(月)から高齢介護課 ☎893-6400
申込・□

福祉

無料

生活援助型訪問サービス従事者養成研修

このサービスは、要支援認定者等に掃除・買い物等

の生活援助を提供します。研修を修了することで、
資格を持たない人でもサービス提供事業所に従事

体験

野鳥のブローチ教室

木彫りでかわいい野鳥のブローチを作ります。
日時

場所

8/22(土)10:00〜15:00

定員

青年の家

費用

学びの館

18人(先着順。小学生以下は保護者同伴)

持ち物

無料

指導

ブローチ同好会

弁当、飲み物、水彩絵の具、細い筆、水入れ

問 8/10(祝)からいきものふれあいセンター
申込・□

☎893-6520

することができます。
日時

9/7・14(月)10:00〜17:00(全2回)

場所

ゆうゆうセンター3階

定員

10人(先着順。最低催行人数5人。)

対象
持ち物

市内在住・在勤者

無料

筆記用具、昼食

申込書の配布
申込

費用

団体共用ルーム

市ホームページ

8/28(金)までに申込書を持参・郵送で

高齢介護課

問 高齢介護課
□

〒576-0034

☎893-6400

天野が原町5-5-1

【広告】

※広告の掲載については
（株）
ホープ
（☎092-716‐1404）
へ、広告の内容については各広告主へ問い合わせください。
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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
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ゆうゆうセンター
相談
日時

場所
内容
申込

福祉

行政書士による日曜無料相談会
8/16(日)13:00〜15:00

ゆうゆうセンター2階

集団指導室

遺言、相続、成年後見、内容証明の作成等
直接会場

問 行政書士会枚方支部 ☎814-9920
□

福祉

9/24(木)講座：13:30〜15:00

場所

ゆうゆうセンター4階

多目的ホール

介護者家族2名による講座「介護者家族の経

80人

費用

その他施設(市内)

※今月は、青年の家開催分はお休みです。
①8/5・19(水)

1部：10:00〜10:45

ゆうゆうセンター4階

②8/14・28(金)

1部：10:00〜10:45

2部：11:00〜11:45

申込

直接会場

無料

持ち物

定員

スポーツを通じて、楽しみながら健康を保ち、生き
がいづくりをしませんか。新型コロナウイルス感
染防止策を講じた上での開催です。

講師

9/14(月)〜18(金)13:00〜15:00

私部公園グラウンド

(9/14のみ私部公園管理棟集合)
65歳以上の初心者
費用

無料

市グラウンド・ゴルフ協会

問 8/3(月)から高齢介護課 ☎893-6400
申込・□

14

無料

その他施設(市外)
ひとり親家庭の親等のための
就業支援講習会

日商簿記3級検定

日時 11/14(土)〜令和3年2/6(土)10:00〜16:00
場所

(全11回)

府立母子・父子福祉センター

申込締切

5,000円

10/14(水)

対象

ひとり親家庭の母・父、寡婦

申込

往復はがきに①希望講座名②住所③氏名

定員

18人(抽選)

⑧(保育希望の場合のみ)子の氏名・年齢を記入し、

大阪府母子家庭等就業・自立支援センター
〒540-0012

問 同センター
□

大阪市中央区谷町5-4-13

☎06-6762-9498

飲み物、②は上履き

高齢者スポーツ講習会
「グラウンド・ゴルフ」

10人(先着)

費用

各40人

問 高齢介護課 ☎893-6400
□

定員

朗読グループ「あい」

市内と周辺在住・在勤・在学者

サブアリーナ

おおむね65歳以上の市民

対象

講師

対象

2部：11:00〜11:45

対象

場所

ボランティアセンター

多目的ホール

いきいきランド交野2階

日時

場所

(ふりがな)④年齢⑤職業⑥電話番号⑦志望動機

元気アップ体操クラブ

健康づくりに役立つ市オリジナルの体操です。

健康

8/31(月)10:30〜12:00

教材費等

無料

問 地域包括支援センター ☎893-6426
申込・□

費用

日時

仕事

座談会：15:00〜16:00

で認知症の人を介護している人対象)

健康

ア活動をはじめませんか。

問 ボランティアセンター ☎894-3737
申込・□

験談〜認知症の妻を介護して〜」、座談会(在宅

定員

ユニバーサルデザインの製品にふれ、ボランティ

認知症介護者向け講座と座談会

日時

内容

ボランティアサロン

消防

甲種防火管理新規講習会

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
場所

9/12(土)・13(日)

枚方寝屋川消防組合消防本部5階
多目的ホール

※各自検温の上、お越しください。
対象
定員

市内在住・在勤の防火管理資格取得希望者
3人(先着)

持ち物

費用

4,000円

甲種防火管理新規講習受講申込書兼受講

票、マスク

問 8/24(月)〜28(金)に消防本部予防課
申込・□

☎892-0012

お知らせ
制度・業務
申請

住民票の写し等本人通知制度

この制度は、不正請求抑止のため、事前登録によ
り、登録者の住民票や戸籍謄本等を代理人を含む
第三者に交付した時に、交付の事実を本人に通知
する制度です。外国人住民の人も利用できます。
事前登録できる人

▷市の住民基本台帳に記載されている人
▷市の戸籍に記載されている人
必要書類

▷本人申込

マイナンバーカード(通知カード除

く)、パスポート、運転免許証等の本人確認書類

▷法定代理人申込

戸籍謄本その他法定代理人で

ある資格を証明する書類と本人確認書類

▷代理人申込

委任状と代理人および本人通知登

録者の本人確認書類

申請窓口

市民課

※郵送申込もできます。申請書は市民課HP。
通知内容・方法

住民票の写し等の種類、交付日・

枚数を記載した通知書を本人宛に郵送

問 市民課 ☎892-0121
□

福祉

軽度難聴児の補聴器購入等助成事業

補聴器の購入等にかかる費用の一部を助成しま

す。なお、対象となる補聴器の種類、台数、交付額に

福祉

特別障がい者手当・障がい児福祉手当

所得状況届の提出

8月上旬に現在手当を受けている人(経過的福祉手
当含む)に、案内を送ります。所得状況届の提出が
遅れたり提出しなかった場合は、手当の受給が遅

れたりもらえなくなることがあります。必ず期間
中に提出してください。
提出期間

8/12(水)〜9/11(金)

※いずれも所得制限があります。また、施設入所等
の要件により対象外となる場合があります。

特別障がい者手当
対象

20歳以上で、重度障がいの重複など著しく

重度で永続する身体・知的・精神障がいがあるた

め、日常生活において常時介護が必要な人

支給額

月2万7,350円(年4回支給)

障がい児福祉手当
対象

20歳未満で、身体または精神に著しく重度

で永続する障がいがあるため、日常生活におい

て常時介護が必要な人

支給額

月1万4,880円(年4回支給)

問 障がい福祉課 ☎893-6400
□

くらし 同居・近居促進事業補助金制度
市内に住む親世帯との同居・近居を目的とした住

宅の購入・改修に対し補助金を支給しています。要
件等、制度の詳細は、お問い合わせまたはホーム
ページをご覧ください。
補助額

上限20万円

問 都市計画課 ☎892-0121
□

https://www.city.katano.osaka.jp/docs/2020033100087/

は規定があります。
対象

次の要件全てに該当する人

①18歳未満

②保護者が市内在住

③両耳の聴力レベルが30dB以上

④身体障がい者手帳に該当せず、国の補装具制度

や大阪府難聴児補聴器交付事業等の対象となら

ない

⑤本事業により再支給を受ける場合、前回交付決

定日から5年以上経過していること(ただし、修

くらし 中古住宅流通促進・リフォーム等補助金

理・交換を除く)

1年以上市外に居住している人が、市内の中古住宅

46万円以上の人がいない

要件等、制度の詳細はお問い合わせまたはホーム

がい福祉課で配布)、見積書、印鑑、検査料がか

※同居・近居促進事業補助金と併用はできません。

もの

問 都市計画課 ☎892-0121
□

⑥保護者が属する世帯に、市町村民税所得割額が

を購入し、新たに転入する人を応援する制度です。

申請に必要なもの

ページをご覧ください。

医師の意見書(所定の様式。障

かった場合、領収書(原本)と振込先口座の分かる

問 障がい福祉課 ☎893-6400
□

補助額

上限20万円

https://www.city.katano.osaka.jp/docs/2020033100100/
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制度・業務
申請

マイナンバーカード土日曜日受付・交付

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

場所

8/1(土)・23(日)9:00〜12:00

市役所本館1階

市民課

※電子証明書の有効期限が過ぎた場合は、e-Tax等

の電子申請やコンビニ交付等に使えなくなりま
すが、有効期限後であっても発行手続きはでき

ます。

※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
□

子育て 児童扶養手当・特別児童扶養手当
現況届・所得状況届の受付開始

児童扶養手当は8/3(月)から、特別児童扶養手当は

8/11(火)から受付を始めます。受給資格者(支給停

止者も含む)には、7月末頃に通知を送りますので、
期間内に必ず届け出をお願いします。
児童扶養手当

父母の離婚・死亡・障がい等により、父または母と
生計を同じくしていない児童(18歳になってから

最初の3/31までの児童または一定の障がいがあ

る場合は20歳未満の児童)を養育する母、監護し、
かつ生計を同じくする父、父母に代わって児童を

養育する(児童と同居し、監護し、生計を維持する)

人に支給されます。受給資格がなくなったときは、
すぐに届け出をしてください。未届のまま手当を
受けていると受給資格がなくなった日から、手当
が全額返還となります。
特別児童扶養手当

20歳未満で政令に指定される障がいの状態にあ

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、全国のコンビニな
どで証明書が取得できます。
利用時間

6:30〜23:00

※12/29〜1/3、メンテナンス日を除く。
利用できる店

セブンイレブン、ローソン、ファミ

リーマート、ミニストップ、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

る児童を監護する父母(主として生計を維持する1
人)か、父母に代わって児童を養育する(児童と同居
し、監護し、生計を維持する)人が受給できます。

※障がいの程度・住所・氏名等に変更があった場合
は届け出をしてください。

特別児童扶養手当の定例払いは8/11(火)です。
受給についての制限

両手当とも、公的年金給付との調整や所得、要件な
どの制限があります。

問 子育て支援課 ☎893-6406
□

(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
□

【広告】

（株）
ホープ
（☎092-716‐1404）
へ、広告の内容については各広告主へ問い合わせください。
16 ※広告の掲載については

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

税

中学生・高校生の「税についての作文」募集

「税」への関心・理解を深めてもらうために募集し
ます。優秀作品には賞状と記念品を贈呈します。
作品の規格

1人1編(作品の返却不可)で、作文の

冒頭に題名・学校名・学年・氏名(ふりがな)を、末

尾に応募者の住所(学校を通じて応募する場合

は不要)を記載

⑤難病等の受給者証を持っており、障がい年金(ま

※優秀作品は学校名・名前等とともに国税庁HP・

※所得制限があります。助成開始は申請月から。

中学生の部

たは特別児童扶養手当)1級に該当する

問 障がい福祉課 ☎893-6400
申込・□

税・保険・年金
保険

傷病手当金の支給

国民健康保険または後期高齢者医療被保険者が、
新型コロナウイルス感染症に感染した場合また

は、発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、そ
の療養等のため労務に服することができず、給与

の全部、または一部を受けることができなかった

国税当局広報誌等で広く発表します。

テーマ 「税に関すること」
文字数
申込

務署

1,200字以内

9/3(木)までに学校を通じてか、直接枚方税

高校生の部

テーマ 「税の意義と役割について考えたこと」
文字数
申込

務署

800〜1,200字以内

9/7(月)までに学校を通じてか、直接枚方税

問 枚方税務署総務課 ☎844-9521
□

場合に支給します。詳細はお問い合わせください。
問 医療保険課 ☎892-0121
□

税

市税の納期限

市・府民税第2期分の納期限は8/31(月)です。期限
までにお納めください。
問 税務室 ☎892-0121
□

税

「税に関する小学生の習字」募集

「税」について考えてもらうために募集します。優
秀作品には賞状と記念品を贈呈します。
対象

小学生

作品の規格

テーマ

税に関するもの

半紙を使用し、1人1作品(作品の返却

税

個人事業税の納期限

8月に第1・2期分の納付書をまとめて送ります。

不可。作品の左側に学校名・学年・氏名を明記)

第1期分の納期限は8/31(月)です。納付には便利な

務署 ☎844-9521

問 北河内府税事務所 ☎844-1331
□

問 9/7(月)までに学校を通じてか、
直接枚方税
申込・□

口座振替制度をご利用ください。

【広告】

※広告の掲載については
（株）
ホープ
（☎092-716‐1404）
へ、広告の内容については各広告主へ問い合わせください。
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募集
求人

会計年度任用職員
(放課後児童会指導員および補助員)募集

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。

対象

児童の見守り・安全確保・遊びの提供等
放課後児童会等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12万141円〜(別途賞与あり)

内容

指導員の指示のもと、主に障がいを伴う児

アルバイト指導員(週3〜5日で要相談)
童の見守り・安全確保・遊びの提供等

勤務時間

障がい者との心のふれあい体験を綴った作文や、
障がい者への理解を促進するポスターを募集して
います。入賞者には、賞状等を贈呈します。詳しく
はホームページをご覧ください。
▷作文

400字詰め原稿用紙(縦書き)で(点字や電

子メールでの応募も可)。小・中学生は2〜4枚、高

指導員(週5日)
内容

心の輪を広げる体験作文・
障がい者週間のポスターの募集

福祉

13:00〜18:30のうち3時間

賃金

時給1,003円

内容

指導員の指示のもと、児童の見守り・安全確

校生・一般は4〜6枚

▷ポスター

小・中学生のみ。B3画用紙又は四つ

切りサイズ画用紙(縦長のみ)

9/4(金)〈必着〉までに作品を郵送・持参で府

申込

障がい福祉企画課権利擁護グループ
〒540-8570

大阪市中央区大手前3-2-12

問 府障がい福祉企画課権利擁護グループ
□

☎06-6941-0351

FAX 06-6942-7215
□

http://www.pref.osaka.lg.jp/keikakusuishin/
syougai-info/r2sakubunposuta.html

フリー(代替)指導員(学生歓迎)
保・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1,003円
問 青少年育成課 ☎892-7721
申込・□
※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を優遇しますの

で履歴書にご記入ください。

福祉

誰もが安心して暮らせるまちづくりを目指すこと
を目的とした「第4期交野市地域福祉活動計画」を
策定するにあたり、市民委員を募集します。
対象

1人程度

次の要件を満たす人

②地域の福祉に関心があり、任期中に年間1〜3回

程度開催する会議(平日昼間に開催)に出席でき

任期

申込

9月中頃〜令和7年3月31日

8/3(月)〜17(月)に委員として参加したい理

由(400〜800字程度。書式自由)と住所・氏名・生

年月日・職歴を書いたもの(書式自由)を持参・郵

送・Eメールで社会福祉協議会
天野が原町5-5-1
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〒576-0034

nijimaru@katano-shakyo.com

問 社会福祉協議会 ☎895-1185
□

受賞事業者は、社名を取り組み内容とともに市
や市民のみなさんに紹介する予定です。
対象

市内に本社または主たる事業所を置き、女

性活躍推進の取り組みをしている事業者

申込書の配布
相談課

市ホームページ、人権と暮らしの

8/3(月)〜9/30(水)〈必着〉までに申込書とレ

申込

①市内在住で、4月1日現在20歳以上

る

女性活躍推進優良事業者表彰の
候補事業者募集

人権

ホームページ、広報などにおいて広く市内事業者

地域福祉活動計画策定・推進委員会の
市民委員を募集

募集人数

昨年の最優秀賞作品

ポート(800字程度、
書式自由)を郵送・FAX・Eメー

ルで人権と暮らしの相談課
〒576-0034

FAX 817-0998
□

天野が原町5-5-1
kurasi@city.katano.osaka.jp

問 人権と暮らしの相談課
□

求人

☎817-0997

対象

自衛官候補生を募集
18〜32歳

※受付期間、試験日程などはお問い合わせくださ
い。

問 自衛隊守口出張所 ☎06-6997-7339
□

お祭り

第1回北河内新人お笑いコンクール
出場者募集

くらし 「マイエンディングノート」を配布します

プロ・アマ問わず。交野に笑いの渦を巻き起こし、

このノートは、人生を振り返り、自分自身の情報や

対象

人生の在り方を考えるのにご活用ください。

初代チャンピオンを狙え!

関西在住で、結成またはピン活動8年目まで

の漫才・コント・ピン芸・グループ芸

※エントリーは1人・1グループ。
参加費

1人500円

一次予選

動画審査(合格発表は9/7(月))

二次予選・決勝

申込

9/22(祝)、星の里いわふね

8/17(月)までにコンクールホームページ

http://katano-owarai.com/
問 北河内新人お笑いコンクール
□

要望・希望を残しておくためのノートです。今後の
配布場所

高齢介護課、福祉サービスコーナー
(なくなり次第終了)

問 高齢介護課 ☎893-6400
□

消防

飛沫感染防止用シート等の火災に注意

新型コロナウイルス感染症対策で、レジや窓口等

に飛沫防止シートを設置する事業所等が増えてい

事務局

ますが、ビニールやナイロン製のものは燃えやす

(月〜金13:00〜16:00)

す。飛沫防止シート付近での火の取り扱いには注

☎090-9883-1144

く、一度燃えると一気に燃え広がる性質がありま
意してください。

付近でのライター点火により、飛沫防止シートに
燃え移った事例や、天井からつり下げている飛沫

防止シートが近くにあったダウンライト照明の熱
により溶けるといった事例があります。

また、飛沫防止シートの設置状況により、スプリン
クラーが散水するときの妨げになったり、火災報
知設備の感知の妨げになったりするなど、火災発

生時に消防用設備が正常に働かない可能性があり

ます。設置場所を工夫して火災を予防しましょう。

飛沫防止シートの設置場所が分からない場合は、
ご相談ください。

問 消防本部予防課 ☎892-0012
□

お知らせ
くらし 高齢者にお祝い
金婚式のお祝い

金婚式を迎えた夫婦にお祝い品を贈呈します。
対象

9/15(火)現在、市内在住で、昭和44年9/1〜

申込

8/3(月)〜31(月)に、戸籍抄本など(婚姻日を

45年8/31までに婚姻届を出されたご夫婦。

証明するもの)を持参して、高齢介護課または市

役所1階福祉サービスコーナー

※本籍地が交野市の人は戸籍抄本は不要です。
敬老のお祝い

長寿を祝福し、敬老お祝い品を贈呈します。
対象

9/15(火)現在、市内在住で満99歳(大正9年

9/16〜大正10年9/15生まれ)の人

※該当者には、9月下旬に祝品を送ります。
問 高齢介護課 ☎893-6400
□

就職希望者高等学校卒業程度認定試験
受験支援制度

仕事

この試験に合格すると、高校卒業と同程度と認定

され、就職活動の幅が広がります。補助には就労支

援相談を受けていることなどが条件となりますの
で、事前にお問い合わせください。
対象

次の要件全てに該当する人

▷市の就労支援相談を受けている

▷ハローワークに登録し、求職活動をしている
申込書の配布
ページ

人権と暮らしの相談課、市ホーム

※試験の詳細は文部科学省HPをご覧ください。
https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shiken/
就労支援相談
日時

月〜金曜日10:00〜12:00、12:45〜16:00

場所

ゆうゆうセンター1階

※月・水曜日は専門相談員常駐
談課

人権と暮らしの相

問 人権と暮らしの相談課 ☎817-0997
□
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お知らせ
健康

自宅でできる
運動パンフレットを送りました

外出自粛により身体を動かす機会が減ることで、
特に高齢者は、歩くことや身の回りのことなどの
生活動作が行いにくくなったり、疲れやすくなる

などのフレイル(虚弱)の状態になることが心配さ
れます。

そのため、6月1日現在で65歳以上の人に、自宅で

できる運動を紹介したパンフレットをお送りしま
した。熱中症に気を付け、できる範囲で運動に取り
組み、フレイル予防や健康維持につなげてくださ
い。

問 高齢介護課 ☎893-6400
□

人権

子どもの人権110番強化週間

いじめ、不登校、児童虐待等、子どもの人権問題を
ご相談ください。相談無料。秘密は厳守します。
日時

8/28(金)〜9/3(木)8:30〜19:00

※8/29(土)・30(日)は10:00〜17:00。
相談電話番号

0120-007-110

インターネット相談窓口

https://www.jinken.go.jp/

相談員

人権擁護委員、法務局職員

環境

エコキャップの回収中止

問 大阪法務局人権擁護部 ☎06-6942-9496
□

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、社会

福祉協議会では当面の間エコキャップ(ペットボ
トルのふた)の分別作業を中止しています。それに
伴いゆうゆうセンター館内・ボランティアセン
ターでの回収も中止しています。

問 ボランティアセンター ☎894-3737
□

おわび おわびと訂正
広報7月号10㌻、
「 商店街に笹を飾っています」の
商店街名に誤りがありました。

誤りは「交野駅前商店街」
「 星田駅前商店街」
「 郡津

駅前商店街」の3つで、正しくはいずれも「商店会」
です。

おわびし訂正いたします。

平和

平和を祈って1分間黙とう

8月6日は広島に、9日は長崎に原子爆弾が投下さ
れた日です。市は、原爆死没者の慰霊と平和祈念の

問 地域振興課 ☎892-0121
□

健康

被爆二世健康診断

ため、みなさんに1分間の黙とうを呼びかけていま

対象

た時刻に「平和の鐘」をついていただくようお願い

申込に必要なもの

みなさんも、家庭や職場、地域で1分間の黙とうを

申込

す。また、市内の各寺院にも、原子爆弾が投下され
しています。

お願いします。
①8/6(木)8:15

②8/9(日)11:02

問 人権と暮らしの相談課 ☎817-0997
□

費用

府内在住の被爆二世
無料

実父母の被爆者健康手帳の番

号、受診申込者の印鑑

9/1(火)〜10/30(金)に四條畷保健所

※健診実施日と場所は、申込後に通知します。
問 府地域保健課疾病対策・援護グループ
□

☎06-6944-9172

【広告】

（株）
ホープ
（☎092-716‐1404）
へ、広告の内容については各広告主へ問い合わせください。
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健康

健康

保健所だより

11月分センター健(検)診

▷肝炎検査(無料、予約制)

日程

11/4(水)・5(木)・10(火)・12(木)・18(水)・26(木)

▷HIV・梅毒即日検査(無料・結果は即日、要確認検

場所

ゆうゆうセンター1階

日時

第2火曜日9:30〜10:30

査の場合は1週間後。希望者には梅毒即日検査も

実施)

日時

第1・3月曜日9:30〜10:15

※健(検)診日の指定はできません。
項目

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

※新型コロナウイルス対策のため変更することが

※胃がん検診受診者のみ、追加で胃リスク検診が

▷骨髄ドナー登録(無料･予約制)

※対象・費用等は、
「わが家の健康管理」参照。

あります。事前にお問い合わせください。

日時

第1・3月曜日9:30

▷こころの健康相談(予約制)

受診できます。

問 8/3(木)〜31(月)に健康増進課
申込・□

☎893-6405

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

健康

星田会館で特定健診

お近くで特定健診を受けるチャンスです。

▷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

日時

10/14(水)13:30〜

約制)

対象

等(有料)・ぎょう虫卵(有料・予約制)

※人間ドックを受診し、当課の助成金を申請した

詳細は茨木保健所検査課 ☎072-620-6706

定員

▷飲料水(井戸水)等の検査(有料)・検便(腸内細菌)
日時

8/4・18(火)9:30〜11:30

▷医療機関等に関する相談
日時

毎週月〜金曜日(祝日を除く)

※犬、猫の相談は、
「 大阪府動物愛護管理センター
四條畷支所」☎862-217

9月分センター健(検)診追加募集

の受付を行います。詳細はお問い合わせください。
定員

人は対象外。

50人(先着順。10/5(月)時点で申込が30人以

下の場合は中止)

問 8/31(月)から医療保険課 ☎892-0121
申込・□

ゆうゆうセンター1階
若干名(先着)

健康コラム

朝ごはん、食べていますか

9月分のセンター健(検)診で、定員の空きがある日
場所

いない国民健康保険加入者

9:15〜12:15、13:00〜16:00

問 四條畷保健所 ☎878-1021
□

健康

40〜74歳で、今年度の特定健診を受診して

休日診療所

※対象・費用等は、
「わが家の健康管理」参照。
問 8/3(月)から健康増進課 ☎893-6405
申込・□

朝は時間や食欲がなくて食べないというこ
とはありませんか。交野市民の朝食の摂取状
況は、8割以上が「ほとんど毎日食べている」
ものの、若い世代で朝食を食べない人が多く
みられます。
朝ごはんには、①脳の働きを活発にして集中
力や記憶力が高まる②代謝が良くなる③肥
満を防止する④便秘を予防するなど多くの
メリットがあります。
早寝・早起きで生活リズムを整え、冷凍食品
や、余った夕食を朝食に使うなど手軽に準備
できる工夫を取り入れましょう。2〜3種類
の食品でも炭水化物・たんぱく質・ビタミン
を揃えることでバランスの取れた理想的な
朝ごはんになります。朝ごはんをしっかり食
べて1日を元気に過ごしましょう。
問 健康増進課 ☎893-6405
□
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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。

就園児の受け入れ

8/6・13・20・27（木）
14:30〜16:30

先着10組。
〈要申込〉前日または当日予約

マタニティヨガ＆
ふれあいタイム

8/19（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。定員5人。子どもの入室はで
きません。
〈要申込〉8/3（月）〜

子育て講座
「ベビーマッサージ」 8/24（月）10:30〜11:30

オイルを使わないマッサージです。2〜5か月。先着5組。持
ち物:バスタオル。きょうだいの入室はできません。
〈 要申
込〉8/3（月）〜

ほっこりおしゃべり会 8/25（火）10:30〜11:00
わくわくランド

たまて箱

8/27（木）10:00〜10:30

「ファミサポってなあに？」。
〈要申込〉8/3（月）〜
「魚つりあそび」。先着6組。
〈要申込〉8/3（月）〜

こりす組

9/9（水）10:00〜11:00

3か月〜9か月

うさぎ組

9/15（火）10:00〜10:45

10か月〜1歳3か月

こあら組

9/10（木）10:00〜10:45

1歳4か月〜1歳9か月

らいおん組

9/11（金）10:00〜10:45

2歳〜

先着6組。
〈要申込〉8/20（木）〜

●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

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。

おしゃべり会

8/4（火）10:30〜

夏うたといえば

つくってあそぼ

8/18（火）10:30〜

牛乳パックでサイコロ作り

イベント

8/25（火）10:30〜

お楽しみ会

●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
親子教室
「感触あそび」
子育て講座「お絵描
きを楽しもう！」

金曜日のみ1歳6か月まで。
月〜金曜日
9:00〜12:00、
13:00〜15:00 土日祝日・星田こども園休園日はお休み。
8/25（火）10:00〜11:00

開催日現在１歳半〜２歳半未満。先着5組。きょうだいの保
育はありません。
〈要申込〉8/5（水）〜

8/27（木）10:00〜11:00

開催日現在2歳以上。先着15組。きょうだいの入室はできま
せん。
〈要申込〉8/6（木）〜

●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
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祝日、
ゆうゆうセンター休館日はお休み。
水・金・土曜日10:00〜16:00 0歳〜おおむね3歳。

ペープサート

8/5（水）①11:00〜②15:00〜 「夏のうた」

うちわ作り

8/22（土）①11:00〜②15:00〜

●認定こども園

交野保育園 ☎891-6203

さくらんぼクラブ

8/17（月）13:00〜14:00

保育士による手遊びや読み聞かせ。

いきいき親子体操

8/18（火）13:00〜13:40

専門スタッフによる親子体操指導。おおむね2歳〜。
定員10組。
〈要予約〉電話にて

園庭開放

8/5・19（水）10:00〜12:00

雨天や地面の状態が悪い場合は中止です。

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。

●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。
2017年4/2〜2018年4/1生まれ。定員20組。
500円。持ち物:水筒、上靴。
〈要申込〉8/25（火）〜
(株)エルステップス☎06-6943-4411

交野幼稚園
☎891-2333

〈ピッコロクラブ〉
9/7（月）10:30〜11:30

ひかりの子幼稚園
☎891-9000

〈園庭〉毎週月・火・木・金曜日14:00〜
祝日は休みです。駐車場はありません。
15:00、毎週水曜日13:00〜14:00

●乳幼児の健診と相談
4か月児健診

医療機関での個別健診

1歳6か月児健診
3歳6か月児健診

●教室・講座
ミルキィベビー
教室

もぐもぐ離乳食
講習会

健康増進課 ☎893-6405

対象者に案内を送ります。

持ち物:母子健康手帳

健康増進課 ☎893-6405
9/2(水)9:20〜12:00
2階 プレイルーム

9/8（火）13:00〜15:45
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
士の個別相談(希望者のみ)。1〜3か月の赤ちゃん対象。先着8組。
持ち物:母子健康手帳、タオル。
〈要申込〉8/6(木)〜※年間通しての参加は1人1回です。
離乳食のすすめ方、
メニューの実習
（試食は未定）
｡講座開催日に7
〜18か月の乳幼児を持つ保護者対象。新型コロナウイルス感染
予防対策のため､対象児の保育はありません（同伴での参加も不
可）。
先着9人。費用100円。
〈要申込〉8/4(火)〜
持ち物:筆記用具、エプロン、三角巾、ふきん、マスク、お茶
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BOOK & COOK

今月のおすすめ本
BOOK

さとう

オームラ トモコ ポプラ社 佐藤 まどか フレーベル館
うどんできた！
かとう やすみ

加藤 休ミ 福音館書店
保健室経由、
かねやま本館。

いっしょに読んで

おいしいサブレの秘密
しもぞの ま さ え

やく みつる（他）/撰 NHK出版 下園 昌江
欲望の経済を終わらせる
い で

齋藤 孝
家族じまい

さくらぎ し の

桜木 紫乃
鴨川食堂もてなし

小学館
小学館

かしわいひさし

柏井 壽

マガジンハウス
集英社
小学館

赤ちゃん の 絵本

いちじくにんじん

案：大阪YWCA千里子ども図書室

絵：ごんもりなつこ

左ページに「いちじく」の文字、右にいちじくの絵、次ににんじん、さんしょ、しいたけと続きます。
文字は白地に大きな黒字、
絵は果物や野菜の写実的なもののみのシンプルな絵本です。
わらべうた
の音階で1から10まで読むと数え唄の味わいが視覚からも感じられ、手遊びにつなぐと楽しみ方
も増します。
声に出して読むことで絵本の意図が引き立ち、
老若男女に受け入れられる乳幼児向け
の作品です。

家庭などのパソコンや携帯電話からも、図書館所蔵の本の検索ができます。
https://www.katanotoshokan.jp
問 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

「プルコギ」

COOK

・豚肉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・320㌘
材料（４人分） ・油・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・適量
豚肉下味用
・土しょうが・・・・・・・5㌘
・酒・・・・・・・・・・小さじ１
・濃口醤油・・ 大さじ1/2

・にんにく・・・・・・・ 3㌘
・砂糖・・・・・大さじ1/2

・キャベツ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・360㌘
・たまねぎ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・280㌘
・エリンギ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・120㌘
・もやし・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・120㌘
・にら・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 80㌘
・コチュジャン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15㌘
・酒・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 大さじ1/2
・みりん・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 小さじ1
・砂糖・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 大さじ1
・濃口醤油・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 大さじ2と1/2
準

備

1. キャベツ、にらは、1.5㎝幅に、たまねぎは6㎜幅に切る。
2. エリンギは、まず縦半分に切ってから、半月切りにする。
3.（下味用の）土しょうがとにんにくは、みじん切りにする。

作り方
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❶
❷
❸
❹
❺

文化出版局

えいさく

さいとうたかし

松素 めぐり 講談社
プラスチックのうみ

ジョー・コットリル

サラリーマン川柳
とびきり傑作選

井手 英策 集英社インターナショナル
１日15分の読み聞かせが本当に頭のいい子を育てる

まつもと

ミシェル・ロード
秘密のノート

一般書

児童書

うみでなんのぎょうれつ？ セイギのミカタ

フライパンに油を熱したら、豚肉と下味用の調味料などを入れて炒める。
たまねぎを加える。
キャベツ、エリンギ、もやしを加えて、炒める。
コチュジャンなどの調味料を入れて、味付けする。
最後に、にらを加えて火が通ったら、できあがり。

福音館書店

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

旦那と片付けしてたら、いらないパソコンとか家電とか結構出てきたのよ。

外出自粛で家にいて手伝ってくれたんだ。いいなぁ〜。

でも、もう普通に出勤になったから回収BOXに捨てに行くのを手伝ってもらえないの。
多くて重いし1人じゃ運べないわ。

パソコンも捨てるなら
おトクで便利な方法がありますよ
市と提携している事業者「リネットジャパン」をご利用
ください。
パソコンと小型家電を段ボール箱に一緒に詰
めれば、
希望日時に宅配業者が回収に伺います。
デスクトップパソコン等、回収BOXに入らないパソコ
ンの処分にも便利です。
箱の大きさ 縦・横・高さの合計が140cm以内
重さ 20kg以内
費用 パソコンと小型家電の場合は無料。
パソコンがなく小型家電のみの場合は1,500円
（税別）
申込 リネットジャパンホームページ https://www.renet.jp/

ごみ収集日
地

区

幾野
青山、私部 ( 一部除く）、向井田
私部 4 丁目 77〜80 番、
郡津
倉治、東倉治
私部 8 丁目 12・14・18・19・32 番
神宮寺、寺、寺南野、森、
森北、森南
私部南
天野が原町
私部西
私市、私市山手
星田北
梅が枝、松塚
藤が尾
南星台 1 丁目・2 丁目 1 〜 5 番、星田
南星台（一部除く）、星田西、星田山手、妙見坂、妙見東
傍示

C
高さ○
B
横の長さ○

A
縦の長さ○

A +○
C が140cm以内
B +○
○
※きちんとふたが閉まる量で
ごみなし

粗大ごみ予約受付センター（ TEL 891ｰ5374

9:00〜17:00）

※収集日の１か月前から､１週間前の水曜日まで申し込みができます。

燃やすごみ

廃プラ
火

月・木
金

曜
日
缶・びん・
乾電池等
第 1・3 水
第 2・4 水
第 1・3 水
第 2・4 水
第 1・3 水

月
第 2・4 水

火・金

木

木

第 2・4 水

木

第 1・3 木

新聞・雑誌・
段ボール等

粗大ごみ・
有料粗大ごみ

第 1・3 金
第 2・4 金
第 1・3 金
第 1・3 火
第 2・4 火
第 2・4 火
第 1・3 木
第 2・4 木
第 1・3 木
第 2・4 木
第 1・3 月
第 2・4 月
第 2・4 木

第2水
第4水
第3水
第2水
第4水
第2水
第4水
第3水
第4水
第4水
第1水
第3水
第3水
第1水
第1水
第2水

※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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久しぶりのマルシェ開催
いきいきランド交野

ぶどうマルシェ

コロナ禍もあり、約半年ぶりの開催となったマル
シェ。神宮寺のおいしいぶどうを中心に交野の名
産等が販売されました。
午後からは交野初となるプロレスが開催され、観客
たちは普段見慣れない迫力あるバトルに大興奮。久
しぶりのマルシェを堪能していました。

元消防職員が勲章を受賞
第34回危険業務従事者叙勲
にしただお

ずいほうそうこうしょう

元消防長の西忠男さんが瑞宝双光章を、元消防次長
にしのたかし

ずいほうたんこうしょう

の西野孝さんが瑞宝単光章を受賞しました。
西さんは昭和50年から41年間、西野さんは昭和47
年から42年間、消防職員として市民の安全･安心に貢
献したことが認められての受賞です。

交野が原学園の取組が
高く評価されました
大阪府優秀教職員表彰（団体の部）
令和元年度、交野が原学園(交野小･長宝寺小･一中)の｢交
野市小中一貫教育実施モデル校区｣における実践･研究の
取り組みが高く評価され、
｢小･中学校の教育力充実｣の部
門で大阪府優秀教職員表彰(団体の部)を受賞しました。
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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!
jo ney. sk

#スマホケース

k i sai c h i ̲san c h i ̲yasai

#あなたの街もきっとある

t eru ha m u ran ooy a ji

#住吉神社から

#棚田

4g ero ck

#紫陽花

#花まっぷ

#小さいカブ

#野菜deアート

n ori n ori ̲704

#星田

#善林寺

#夕焼けが好き

k i mi 2848000

#ツバメ

#小鳥

#散歩道
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星ノ町
レジェンド

『蓮月尼全集』
（永興寺内蓮月尼全集頒布会）より

のぶ

寛政3年（1791年）、京都に生まれた誠という
女の子は、生後間もなく京都知恩院に仕えた大
田垣家の養子となり、文化4年（1807年）に結婚
しましたが、
相次いで子どもと夫を亡くし、
その
後再婚した夫も亡くしたことをきっかけに、文
政6年
（1823）
、
32歳で尼僧となり
「蓮月」
と名乗
るようになりました。
生活のために陶芸を始めた蓮月は、得意の和
歌を活かし、作った焼き物に自作の和歌を刻み
れんげつやき
ました。これが評判を呼び「蓮月焼」と呼ばれ京
都の名物となりました。
蓮月は、住居を転々とし70歳を超えてから星
あいぜんりついん
田にあった愛染律院の茶屋を住まいとしていた
と伝えらえています。
愛染津院とは、
明治時代初
期まで現在の星田公園の北側にあった寺です。
星田で蓮月がどのように暮らしたのかはあまり
伝わってはいませんが、今も星田に古くから続
く家には蓮月焼や自筆の短歌が残されているそ
うです。また、交野町史には、星田の平井家に保
管されていた次の短歌が掲載されています。
「時鳥いま一声とまちし間に
しらみはてたる有明の月」
（写真右下）
夜に鳴く時鳥（ホトトギス）の声を聞こうと
待っている間に、
夜が明けて有明の月
（夜が明け
ても空に残る月）になってしまったという意味
の歌です。今でも星田公園では夏にはホトトギ
スの鳴き声が聞こえますので、愛染律院で詠ま

『星田明所記』
の愛染律院
28

幕末を生きた女流歌人・陶芸家
おおたがきれんげつ

大田垣蓮月
1791年―1875年

れたものと考えられています。
また、
蓮月の短歌は、
ある有名な歴史上の人物
とも関わりがあります。慶応4年（1868年）に新
政府軍と旧幕府軍が戦った
「鳥羽伏見の戦い」
の
さいごうたかもり
際、
西郷隆盛に
「あだ味方勝つも負くるも哀れな
り同じ御国の人と思えば」という歌を送りまし
た。
同じ国の人同士での争いを憂いたこの歌が、
西郷隆盛の心を動かし、
その後の江戸城無血開城
につながったのではないかとも言われています。
京都三大祭のひとつ時代祭では、歴史上の偉
人に扮した人たちが行列で歩きます。その中に
蓮月もおり、京都の人たちに愛されてきたこと
がうかがえます。
機会がありましたら、
その姿を
確認してみてはいかがでしょうか。

「蓮月筆の和歌」
（交野町史）

問 社会教育課文化財係 ☎893-8111
□

下記の項目について、
みなさんのご意見、
ご感想等を聞かせてください。
下の封書に内容を書いて切り取り、
ポストに投函してください。
投函方法等の詳細は裏面に記載しています。

広報紙に関する調査です

認知度や市のイメージに
関する調査です

Ｑ１ あなたの性別・年齢を教えてください。
□男性 □女性 （年齢 :

歳）

Ｑ６

あなたは、市のキャラクター
「おりひめちゃん」を知っていますか。
□知っている

Ｑ２ 今年の4月号から左綴じ・左開きに、

□知らない

5月号から発色の良い紙に変更しました。
Ｑ７

そのことについて、

あなたは、交野ブランド
「カタノのチカラ」
を知っていますか。

ご意見・ご感想を教えてください。

□知っている
Ｑ８

□知らない

市指定文化財の私部城跡で、実施したい
またはしてほしいイベントがあれば
教えてください。

Ｑ３ 特集やお知らせ以外のコーナーで
どのコーナーが好きですか（複数回答可）。
□まちフォト □今月のおすすめ本
□お家で作ろう学校給食メニュー
□ごみ捨てが変わる読んでもらう前と後
□そうだ、きさいち植物園に行こう

Ｑ９

あなたが、交野市で「将来に残したい」
と
思うものは何ですか。

□星ノ町レジェンド
□Instagram #タノシカタノシ写真紹介
□塗り絵おりひめちゃん □交野空撮
Ｑ４ 過去に良いと思った表紙や特集があれば、

Ｑ10 あなたが、
「交野市」
で連想する
色を教えてください。

教えてください。
表紙：

年

月号

特集：

年

月号

特集のタイトル：
Ｑ５ 広報かたのについて、ご意見・ご感想・
ご提案などを、自由にお書きください。

Ｑ11 あなたが、交野市で自慢できる
ところは何ですか。
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過去の広報紙は、市ホームページでも見ることができます。

https://www.city.katano.osaka.jp/docs/2011102400146/

のりしろ

アンケートの送り方
①アンケート黒線に沿って
切り取ります。
②裏面アンケートに
必要事項を記入します。
③「のりしろ」部分にのりをつけ、
点線を山折りして貼り付けてください。
（宛先が外になるように）
④切手はいりません。
そのままポストに投函してください。

行
のりしろ
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のりしろ

秘書広報課

交野市私部１丁目１番１号

差出有効期限
令和４年
6月30日まで
（切手不要）

交野市企画財政部

2021

10月号の締め切りは8/31（月）

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。

ラージボール卓球会員募集
初心者大歓迎。一緒に汗をかきま
しょう。毎週月曜13:00〜17:00、
木曜15:00〜17:00。いきいきラ
ン ド 交 野 。6 5 歳 以 上 対 象 。入 会
500円。1回250円(10回分チケッ
ト制)。
きはら

問 木原 ☎892ｰ3257
□

マジックがあなたを笑顔に！
初心者大歓迎。少人数で、ていねい
な指導。毎月第1・3水曜13:00〜
15:00。青年の家。3か月3,000円。

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。

廃食油回収
使い終わった油、
期限切れの家庭で
の油の回収。
8/15(土)9:30〜10:30。
市内16か所(広報4月号参照)。
無料。

童謡を歌って元気アップしよう
密を避けソーシャルディスタンス
を保って歌います。8/24(月)13:00
〜14:30。いきいきランド交野。
1,000円。
おざわ

問 小澤 ☎090ｰ7103ｰ4793
□

よなが

問 代永 ☎892ｰ8568
□

包丁・ハサミ研ぎ
切れなくなった家庭用の包丁・ハ
サミの研ぎ。8/19(水)・20(木)10:00
〜14:00受付。私部会館(今回より
場所変更)。品物により300円〜
800円。
よなが

問 代永 ☎892ｰ8568
□
あのうじ

亀岡・穴太寺
光秀をしのんで歩きます。10㌔。
8/22(土)8:20。交野市駅。1,500
円。
つるぞの

問 鶴園 ☎891ｰ6002
□

かたの写真同好会・夏の写真展
恒例。夏の写真展開催。会員募集。
8/25(火)〜30(日)9:30〜16:30(最
終日は16:00まで)。青年の家ロ
ビー。無料。
まつもと

問 松本 ☎891ｰ2988
□
たいこうみち

高槻・太閤道
秀吉が岡山からかけつけた道。
10㌔。9/12(土)8:20。交野市駅。
1,500円。
つるぞの

問 鶴園 ☎891ｰ6002
□

にった

問 新田 ☎090ｰ7873ｰ0971
□

体育リトミックぴょんぐりら
保育士と一緒に音楽、体育知育遊
び を 楽 し む 。毎 月 第 2・4 金 曜 ①
9:45〜10:45②10:45〜11:45。
青年の家。①2歳以上②2歳未満対
象。1回500円。
さかもと

問 坂本 ☎090ｰ9091ｰ5621
□

ストレッチ・姿勢矯正会員募集
体をのばしてみるみる姿勢がよく
なりますよ。8/7(金)から毎週金曜
10:30〜11:30(8/14(金)休み)。交
野会館。20歳以上対象。1回500円
(初回無料)。
みき

問 ペレイラ美起
□

☎090ｰ9612ｰ2154

メンバー募集 社交ダンス
みんなで楽しくおどる。毎週日曜
10:00〜12:00。交野会館。1回
1,000円。
にいみ

問 新見 ☎090ｰ2067ｰ8327
□

いずみ

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

なかたに

問 仲谷 ☎892ｰ0600
□

作

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

フレッシュスポーツ会員募集
ストレッチ、ソフトバレー楽しく
し ま せ ん か 。毎 週 木 曜 1 0 : 0 0 〜
12:00。いきいきランド交野。月
1,000円。
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交野市ホームページ
https://www.city.katano.osaka.jp/

交野空撮

かたのスイッチ
https://katanoswitch.jp/

私市水辺プラザと天野川砂防堰堤

動画は「かたのスイッチ」公式
YouTubeチャンネルで
https://youtu.be/Jvkpx8fXROQ

※人口集中地区外で管理者の許可を得て
撮影しています。

発行 ： 2020年 8 月1日 編集： 企画財政部秘書広報課 〒576 8501
大阪府交野市私部1丁目1番1号 ☎ 072‑892‑0121 ＦＡＸ 072‑891‑5046

人口と世帯（6月末時点）： 世帯 ：33,013世帯
人口 ： 77,623 男 ： 37,478人 女 ： 40,145人

京阪私市駅から徒歩5分。
天野川と尺治川の親水
広場である私市水辺プラザを撮影しました。
この広場の特徴的な扇状の石段と、
さらに下に降
りる石段を同時に見下ろした珍しい写真です。
右は、
国の登録有形文化財に指定されている天野
川砂防堰堤です。
木々が生い茂り、
真上からの撮
影はできませんでしたが、
動画ではこの木々の下
をくぐり抜ける迫力ある映像が撮影できました。
ぜひ、
下記のYouTubeチャンネルもご覧くださ
い。

