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特集 かたの里山フォトロゲ大作戦
市独自の新型コロナウイルス感染症対策

かたのツーリズム推進協議会事務局 ☎070-7528-6174

日時

10/25

日

集合

いきいきランド交野
屋外テント

フォトロゲとは、
「フォトロゲイニング」の略で、地図に示されたCP（チェックポイント）
を自由に回って得点を集めるスポーツです。
スタート前の作戦タイムでどうすれば効率
良く得点を集められるか、戦略を立てることが高得点のカギとなります。
楽しみ方が自由なところもフォトロゲの醍醐味です。
ぜひ、
友達や家族とご参加ください。

カテゴリ

チーム：18歳以上の人を含む2〜5人のチーム
▷フ ァ ミ リ ー の 部 小学生1人以上を含むチーム
（家族以外が入っても可）
▷男 女 混 合 の 部 男女1人以上を含むチーム
▷男子の部・女子の部 男性のみまたは女性のみのチーム
個

受

付

人：18歳以上の人（個人参加は表彰の対象外）

8:30〜9:50（スタート時間の20分前までに受付が必要）

組
4組に分かれての時差スタート・
スタート・
ゴール時間 ゴールです。
（時間帯は申込時に選択）

A組

スタート
時間

ゴール
時間

9：10

13：10

B組

9：30

13：30

C組

9：50

13：50

D組

10：10

14：10

費

用

大人3,000円、高校生1,500円、中学生1,000円、小学生500円

定

員

200人（先着）

持ち物
申

込

筆記用具、電卓、時計、保険証、携帯電話、デジタルカメラ
（携帯電話のカメラでもOK）
、
コンパス
（500円でレンタル
あり）、その他必要に応じて食べ物、飲み物、雨具等
10/11（日）までにポータルサイト「かたのスイッチ」

https://katanoswitch.jp/

イベントのコロナ対策
▷感染拡大防止策については、日本フォトロゲ協会のガイドラインに従って運営
します。
▷表彰式・閉会式は行いません。
▷会場ではマスクを着用してください。
▷手拭き用タオルの持参をお願いします。
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CPは
約40か所
以上！
時間内に全部は
回りきれません

高得点のCPを狙う？
たくさんのCPを回る？

山を登る？
町を歩く？
ルート選択は自分次第！
自分に最適のルートを
考えましょう！

あのルートも良い
このルートもアリ

スピード重視で速く？
体力温存でゆっくり？

CPでは、
スタート前に
指定されたポーズで
写真を
撮りましょう

チェック
ポイント

自分の
体力・走力に
合わせて

交野の
自然

身近な場所の発見を
楽しんでください

GOAL
有名な史跡

隠れた
名所

時間オーバーは減点。ゴールに急ぐか？

時間が余るともったいない。
さらにCPを回るか？
CP

今回は、コロナ対策で
表彰式はありません

お疲れさまでした！
CP表をスタッフに
渡してください

結果は
ホームページで！
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市独自の

新型コロナウイルス感染症対策事業

第 2弾

市は、
新型コロナウイルスの感染拡大により、影響を受けている市民・事業者の支援として、広報7月号
でお知らせした事業に加え、第2弾となる総額約3億6,500万円の支援事業を行います。

暮らしの支援
水道・下水道使用料基本料金を引き続き免除

市内全用途の水道料金・下水道料金の基本料金を前回の2か月免除から引き続き2か月免除し、
合計4か
月分免除します。申込は不要です。
減免期間 奇数月検針地区：9月検針分（7・8月使用分。
前回と合わせて5 〜 8月分を免除）
偶数月検針地区:10月検針分（8・9月使用分。前回と合わせて6 〜 9月分を免除）

新生児臨時特別給付金

令和2年4月27日までに生まれた人は、国の
「特別定額給付金」の対象となりましたが、
対象とならなかった令和2年4月28日以降に生まれた新生児に対し、1人あたり10万円を
給付します。
すでに出生届を提出した場合は、世帯主宛に市から申請書を送ります。
申請書が届くまで時間がかかる
場合がありますが、届かない場合はお問い合わせください。なお、
市民課窓口で出生届をする場合は、
窓口
で申請書をお渡しします。
対象
令和2年4月28日〜 3年3月31日に生まれ、
出生日から申請日まで引き続き交野市に住民登録
されている子ども
申請者
令和2年4月27日時点で交野市に住民登録があり、本給付金の申請時まで、継続して交野市に
住民登録されている対象者の母(母が申請できない場合は要相談)
申請期限 令和3年4月30日〈消印有効〉

学校教育活性化推進事業（修学旅行増額分補助）

小学6年生と中学3年生の保護者を対象に､小･中学校の修学旅行の延期等に係る保護者負担を軽減し
ます。申請は不要です。

子どもたちへの学習支援
子どもたちへの学習保障支援事業

今後、再度の臨時休校になった時に備え、教員と子どもたちがオンラインでコミュニケーションを円滑
に行うための機材・教材を導入し、家庭でも効果的に学習できる環境を整備します。

学習支援員派遣事業

授業中の個別学習支援充実のため、全小・中学校に学習支援員を配置します。
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民間事業者等への支援
テレワーク等導入支援金事業

国のテレワークに関する助成金を受けた事業者に、
上限50万円の支援金を支給します。
申請期限 令和3年3月31日まで
ホームページ https://city.katano.osaka.jp/corona/2020080500014/

中小企業者等経営相談・給付金等申請支援窓口

北大阪商工会議所交野支所☎892-6700
中小・小規模事業者の経営基盤の安定などを支援するため特別相談窓口を設置します。
日時・相談員
▷火曜日13:00 〜 17:00 中小企業診断士
▷水曜日13:00 〜 17:00 税理士
▷木曜日 9:00 〜 13:00 社会保険労務士
設置期間 令和3年3月31日まで（祝日・年末年始を除く。
日時・相談員等変更の場合あり）
場所 北大阪商工会議所交野支所（私部1-1-2）
対象 市内に事業所を有する中小・小規模事業者、NPO法人等
内容 経営改善や税務・労務、給付金等の申請支援など
（1人50分程度。無料・要事前予約）
申込 北大阪商工会議所交野支所☎892-6700（平日9:00 〜 17:15）

行政のリモート化・デジタル化の推進
行政のデジタル化

タブレットPC等の導入で、職員のWeb会議の活用を進めます。
また、電子入札システムの導入等で、事
務の簡素・効率化を推進します。

オンライン相談等

オンラインで、妊産婦への保健指導や、子育て中の保護者等を対象にした講座、
情報交換・交流ができる
環境を整備します。

公共施設・避難所の無料Wi-Fi整備

公共施設や避難所に、市民のみなさんが使える無料Wi-Fiを整備します。

感染拡大の防止
防災活動支援

避難所の衛生環境確保のため、簡易テントやパーティション、
段ボールベッド等を備蓄します。

公共施設等の感染拡大防止

市内各施設での感染拡大を防止するため、空気清浄機や非接触体温計、
消毒液等の購入を行います。
対象施設
▷子育て・教育関連施設（市内小・中学校、
保育施設、
放課後児童会など）
▷休日急病診療所
▷生涯学習施設（青年の家、いきいきランド交野、
星の里いわふね、各図書館（室）
など）
▷その他公共施設（市役所、ゆうゆうセンター、機能支援センターなど）
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社会教育課 ☎892-7721
ー対 象ー
市内在住・在勤・在学者、
各協会の会員

大会の
新型コロナウイルス
感染症対策

市民スポーツデー
10/11（日）・18（日）

▷雨天の場合の屋外競技の中止・延期は当日朝7:00に決定し、
ホームページでお知らせします。
▷熱中症対策のため、飲み物を持参してください。

×

×

当日、発熱等の症状がある人は
参加を取りやめてください。

今回は、総合開会式は行いません。
プレー中を除き、
原則マスクを着用してください。

感染拡大状況により、
開催中止になる場合があります。

ソフトボール【交野市ソフトボール協会】

場所：いきいきランド交野グラウンド

内容 ジョイフルスローピッチソフトボール 時間 9:00〜17:00
対象 中学生以上
持ち物 グローブ、
ソフトボール用三号バット、地区名入りの服またはゼッケン
申込 9/18（金）までに各区を通じて青年の家窓口（抽選会は9/25（金）） ☂ 雨天順延（翌週）

グラウンド・ゴルフ【交野市グラウンド・ゴルフ協会】 場所：私部公園グラウンド
内容 男女別4ゲームストロークマッチ
時間 8:00〜11:00（開始式8:30〜）
持ち物 クラブ、
ボール、
マーカー
（貸出可）
申込 当日会場
☂ 雨天順延（翌週）

親子でサッカー！【交野市サッカー連盟】

場所：私部公園多目的グラウンド

屋外

内容 ①初心者サッカー教室（幼稚園年長参加可）②親子でミニサッカーゲーム
時間 ①小学生10:30〜11:30
②（5・6年）9:30〜11:00（1・2年）11:00〜12:00（3・4年）12:00〜13:30
対象 小学生と保護者 申込 当日会場（本部テント）
☂ 雨天中止・小雨決行

小運動会【大阪府軟式野球連盟交野支部】

場所：長宝寺小学校グラウンド

内容 加盟チーム
（学童）
対抗戦、
150ｍ走等、
ベースランニングなど野球にちなんだ競走等
時間 9:30〜15:00（開始式9:30〜） 対象 小学生
申込 9/25（金）までに青年の家窓口（当日会場申込可）
☂ 雨天順延（翌週）

月

10

日︵日︶
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硬式テニス【交野市テニス協会】

場所：私部公園テニスコート

内容 ①65歳以上ダブルス②65歳未満ダブルス③ミックスダブルス
（ダブルエントリー可）
※①②は1人で申込。ペアは当日抽選で決定。③はペアで申込。小学生は保護者同伴か承諾書添付
時間 ①8:00〜②10:00〜③13:00〜
（開始式7:50〜）
☂ 雨天中止。7:00に判断し、
持ち物 硬式テニスラケット、
テニスシューズ
中止の場合はコート前に掲示
申込 10/8（木）までに青年の家窓口
（当日会場申込可）

タッチラグビー【交野市ラグビーフットボール協会】 場所：岩船小学校グラウンド
内容 タッチラグビー
（タックルのないラグビー）
時間 9:30〜12:00
申込 当日会場

ディスコン【交野市ディスコン協会】
屋内

内容 競技の研修・習得
対象 小学3年生以上
申込 当日会場

場所：青年の家101号室

時間 9:00〜15:30
持ち物 上靴、
タオル

太極拳【交野太極拳協会】

場所：いきいきランド交野メインアリーナ

内容 一日講習会 時間 9:30〜12:00（開始式9:30〜）
持ち物 体育館シューズ、
タオル
申込 当日会場
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☂ 雨天中止

バドミントン【交野市バドミントン連盟】 場所：いきいきランド交野サブアリーナ
内容 基礎練習とゲーム練習 時間 9:00〜15:00（開始式9:30〜）
対象 小学生以上
持ち物 体育館シューズ、
ラケット
申込 10/8（木）までに青年の家窓口（当日会場申込可）

ニュースポーツ【交野市スポーツ推進委員】 場所：いきいきランド交野会議室1・2
内容 モルック、
カタステップ
時間 10:00〜14:00
申込 当日会場

月

10

屋内

日︵日︶

11

合気道【大阪合氣会交野道場】
内容 稽古
対象 中学生以上
申込 当日会場

場所：青年の家102号室

時間 9:00〜12:00
持ち物 道着（ジャージ等）

剣道【交野市剣道連盟】

場所：青年の家武道施設

内容 ①初心者の部②小学生低学年の部（4年以下）③小学生高学年の部（5・6年）
④中学生男子の部⑤中学生女子の部⑥高校の部
（3段以下）※試合は無観客で実施。
時間 8:45〜14:45
持ち物 胴着袴、防具、竹刀一式（紅白タスキは連盟で準備）、面マスク、面シールド
申込 9/25（金）までに申込
受付時間等詳細は同連盟ホームページ（http://www.eonet.ne.jp/~katano-kendo/）

弓道【交野弓技連盟

場所：ゆうゆうセンター5階弓道場

弓道部】

内容 午前：競技（男子の部・女子の部。経験者のみ）、午後：見学・体験
時間 9:00〜14:45 対象 高校生以上
持ち物 あれば白足袋
申込 当日会場

屋外

ソフトテニス【交野市ソフトテニス連盟】

場所：私部公園テニスコート

内容 大会 時間 9:00〜17:00（開始式8：45〜）
対象 中学生以上
持ち物 テニスシューズ、
日本ソフトテニス連盟公認ラケット
申込 9/25（金）までに青年の家窓口

☂ 雨天中止

インディアカ【交野市インディアカ協会】

場所：いきいきランド交野メインアリーナB面
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月

内容 交流会（小学生以下保護者同伴） 時間 9:30〜16:00
持ち物 体育館シューズ
申込 当日会場

バウンドテニスの交流・試合練習会【交野市バウンドテニス協会】
屋内

日︵日︶
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場所：いきいきランド交野サブアリーナ

内容 ゲーム・練習 時間 9:30〜17:00
持ち物 体育館シューズ
申込 当日会場
【交野市バレーボール協会】
バレーボール（ジュニアの部）

場所：いきいきランド交野メインアリーナA面

内容 バレーボール体験教室（10:00〜）、小学生チームによる交流試合（13:00〜）
時間 9:00〜17:00 対象 幼稚園年長児〜小学生
持ち物 体育館シューズ
申込 当日9:30から会場前受付（募集は体験教室のみ）
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令和2年国勢調査
問 令和2年国勢調査交野市実施本部☎892-0121
□

10/1（木）現在で、国勢調査を実施します。自宅に調査書類が届きましたら、忘れずに回答をお願いしま
す。
この調査は5年に1度の国で最も重要な調査で、
日本に住む全ての人・世帯を対象としています。
みなさんのご理解・ご協力をよろしくお願いします。
9/14(月)〜9/25(金)

国勢調査員が調査書類を配布します

国勢調査員がみなさんのお宅を訪問し、原則インターホン越しでの説明のうえ、調査書類を郵便受け
に入れるなどしてお配りします。
また、
不在の場合は、
直接、
郵便受けなどに投函します。
調査員は、総務大臣が任命する非常勤の国家公務員です。みなさんの大切な個人情報を扱うため、調査
員には統計法により守秘義務が課せられています。調査員は、①顔写真入りの調査員証、②国勢調査の腕
章、③国勢調査専用のかばんを必ず携帯しています。
調査書類が届いていない場合、追加の調査票が必要な場合(5人以上の世帯など)、自分自身での回答が
困難な場合は、市の国勢調査実施本部へご連絡ください。

新型コロナウイルス感染症対策のため、
原則非接触で行います。
調査書類の配布や、調査票の受け取りを、みなさんと調査員が対面
しない方法で行います。対面での説明が必要な場合は、一定の距離を
保ちながら対応します。
なお、調査員は、マスクを着用、手指消毒用アルコールを携帯し、感
染拡大防止対策を徹底します。

調査の回答
回答は、10/1（木）現在でお願いします。
次のいずれかの方法により、
期間内にご回答ください。
※回答期限の10/7（水）までに回答が確認できない場合は、
調査員が回答のお願いに伺います。
▷インターネット回答
【回答期間 9/14（月）〜10/7（水）】
スマートフォンやパソコンから回答できます。配布する調査書類に記載している「ログインID」と「ア
クセスキー」を入力して回答してください。
URL https://www.e-kokusei.go.jp/html/portal/ja/top.html
▷郵送回答【回答期間 10/1（木）〜10/7（水）】
記入した調査票を書類が入っていた封筒に入れ、
ポストに投函してください。
切手は不要です。

インターネットブースを開設します
自宅でインターネット回答ができない場合はご利用ください。
日時 9/14（月）〜10/7（水）9:00〜17:00
場所 市役所別館3階小会議室内 国勢調査実施本部
（マスク着用でお越しください）
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かんたん便利なインターネット回答をご利用ください
回答サイトに
かんたん
アクセス

いつでも
かんたん
3STEP

国勢調査オンライン

「国勢調査オンライン（回答サイト）」
には、QRコードもしくは検索から
かんたんにアクセスできます。

24時間いつでもかんたんに
3ステップで回答できます。

（①アクセス ②ログイン ③回答）

厳重な
セキュリティ

エコ
&
効率化

回答いただいた情報は、厳重な
セキュリティで保護されているので
安心・安全です。

書類を運ぶ際に発生するCO2や
事務コストを減らすことができる
やさしい回答方法です。

よくある質問

Ｑ
A
Ｑ
A
Ｑ
A

国勢調査は必ず回答しなければならないのですか？
国勢調査は、各種の行政施策や数多くの企業・団体で幅広く活用される国で最も重要で大
切な調査です。みなさんから正確な回答をいただけない場合、統計が不正確なものとなっ
てしまいます。このため、法律で回答の義務が定められています。必ずご回答ください。

住民票の登録データがあるのに、
国勢調査を行うのはなぜですか？
一人暮らしの学生や施設にいる高齢者など、必ずしも住民票と住んでいる場所が一致し
ない場合があることから、普段住んでいる場所で調査する国勢調査が重要です。また、国
勢調査では、働く人の数など、住民票にはないデータが得られます。

国勢調査の結果はどのように活用されていますか？
国や地方公共団体が行政施策を進めていくうえでの基礎資料として利用されるだけでな
く、衆議院小選挙区の区割り画定の基準、地方交付税交付金の算定基準、防災計画、子育て
支援や高齢者福祉施策の策定、企業の出店計画、学術・研究機関における研究など、わたし
たちの身近なところに役立てられています。
9
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市職員を募集
問 人事課☎892-0121
□

令和3年4月1日採用予定の市職員を募集します。
各職種とも、
国籍・性別は問いません。
職種〈募集人数〉

受験資格

事務職
〈4人程度〉

①平成6年4月2日〜11年4月1日に生まれ､学校教育法による大学を卒業した人､または同
等の資格があると認める人
②平成9年4月2日〜13年4月1日に生まれ､学校教育法による短大等を卒業した人
③平成11年4月2日〜15年4月1日に生まれ､学校教育法による高校を卒業した人､または
高校卒業程度の知識を有する人(短大などを卒業の人を除く)

化学職
〈1人程度〉

昭和60年4月2日以降に生まれ､学校教育法による大学､短期大学等又は高校で化学に関す
る専門の課程を修了した人

電気職
〈1人程度〉

昭和60年4月2日以降に生まれ､次の①または②に該当する人
①学校教育法による大学･短大等･高校で､電気に関する専門課程の修了者
②1･2級電気工事施工管理技士の資格保持者

保健師
〈1人程度〉
消防職
〈1人程度〉

昭和55年4月2日以降に生まれ､保健師の免許取得者
次の①または②に該当し､
両方の要件を満たす人
①平成6年4月2日〜11年4月1日に生まれ､学校教育法による大学を卒業した人､または同
等の資格があると認める人
②平成9年4月2日〜15年4月1日に生まれ､学校教育法による短大等･高校を卒業した人､
または高校卒業程度の知識を有する人(大学を卒業または令和3年3月卒業見込みの人を
除く)
普通自動車運転免許取得者
視力･色覚･聴力等､災害現場等における消防職務遂行に必要な健康度や体力を有する人

※学歴は令和3年3月卒業見込、
資格・免許は令和3年3月取得見込の人を含みます。
第1次試験予定日 （消防職以外）
10/15（木）〜25（日）、
（消防職）
10/18（日）
募集要項・申込書の配布 市役所本館2階人事課、
ゆうゆうセンター1階市民サービスコーナー、
消防本部3階総務課、
市ホームページ
申込 9/8（火）〜10/7（水）に、
郵送・Eメールで人事課
〒576-8501
（住所記入不要）
jinjisaiyou@city.katano.osaka.jp

保育教諭への就労支援と私立認定こども園の就職フェア
制度や就職フェアの詳細は、
市ホームページをご覧ください。
https://www.city.katano.osaka.jp/docs/2020080400024/

問 こども園課☎893-6407
□

就労支援
①市内認定こども園で保育教諭を目指す学生に月額2万円を補助(4年間上限)
②市内認定こども園への新規採用のために、
保育教諭を目指す人に月額2万円を補助
（3年間上限）
※上記のほか、
就職のために市内に転入した人・潜在保育士の復帰補助・家賃補助があります。
市内私立こども園が参加する就職フェア
交野市内の私立認定こども園8園が参加し、各園からの説明や質疑応答で、みなさんの疑問や不安を解
消します。年齢・居住地問わず、
ブランクがある人も大歓迎です。
日時 9/19（土）13:00〜16:00 ※予約不要。
途中入退場可。
場所 市役所別館3階 中会議室 費用 無料
対象 保育教諭を目指す学生、
保育士資格・幼稚園免許を持っている人
※来場の際は、
マスク着用・検温・手指消毒等にご協力ください。
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市立認定こども園(1号認定)の園児募集
令和3年度の市立認定こども園（1号認定＝幼稚園部分）の園児を募集します。募集要項は、9/1（火）から
市ホームページまたは各市立認定こども園、
こども園課で配布します。
対象 次の要件全てを満たす人
①申込日現在、
幼児と保護者の住民登録が市内にあり、
かつ居住している
②次の年齢に該当する幼児の保護者
▷3歳児 平成29年4月2日〜30年4月1日生まれ
▷4歳児 平成28年4月2日〜29年4月1日生まれ
▷5歳児 平成27年4月2日〜28年4月1日生まれ
園名

所在地・電話番号

3歳児定員

4歳児定員

5歳児定員

あさひ認定こども園

星田5-2-12
☎892-0206

15人

11人程度

12人程度

くらやま認定こども園

幾野3-18-1
☎892-8433

13人

10人程度

4人程度

※平成29年度から、
園区を廃止しています。
※定員を超えた場合は、公開抽選をします。抽選の結果、入園できなかった人については、他の市立認定
こども園に空きがあれば入園希望の受け付けをします。
再度、
定員を超えれば抽選になります。
※園児募集の期間中（10/1（木）〜19（月）。抽選がある場合は10/25（日）まで）は、令和2年度途中入園はで
きませんのでご了承ください。
始業・終業時間 月〜金曜日9:00〜14:00
（3歳児は5月の連休明けまで9:00〜11:40）
費用 教材費・給食費・遠足代・預かり保育料など
（幼児教育・保育の無償化により、保育料は無料）
申込書の交付期間 10/1（木）〜19（月）に各市立認定こども園
（月〜金曜日9:00〜17:30）
申込書の交付場所 各市立認定こども園
（月〜金曜日9:00〜17:00）
こども園課
（月〜金曜日9:00〜17:30）
申込 10/15（木）
・16（金）
・19（月）9:00〜17:00に各市立認定こども園

消費者相談

Ｑ

どうする？中古車のエアコンが壊れていた…

中古車を購入。引き渡し直後からエアコンの調子が悪いのですが、どうすればよいでしょう。

A

エアコンの不具合が「契約に適合しない」かどうかがポイントです。引き渡された車のエアコンが
正常に動く前提で、契約に適合しない場合は、売主に対して修理が請求できます。売主が対応を拒
否したり、相当期間内に催促しても応じない時は、代金の減額請求も可能です。

助言

中古車は新車と違って、相当の劣化や傷みがあることを承知の上で契約しています。契約までに
車の状態や保証についてよく確認し、売主の認識とのズレがないよう注意しましょう。
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対策のため、催し等の開催を中止・延期等をする可能性があります。また、催し等に参加する場
合は、検温等、事前の体調チェックやマスク着用等の配慮をお願いします。

イベント情報
アウトドア
農業

農とのふれあいツアー

ぽ

健康

ぽ

星のまち歩く歩くDAY

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

9/18(金)9:15〜11:30(小雨決行)

ゆうゆうセンター1階

休日診療所側

健康増進センター

コース

私市・寺社めぐりコース

持ち物

健康手帳(ない人は当日お渡しします)、飲

(1時間程度のコース)

み物、タオル、帽子、雨具等

申込

当日集合場所

問 健康増進課
□

自然

☎893-6405

タカ類の渡り観察会

タカ類の渡りを観察し、自然の営みを学びます。
日時

9/22(祝)9:00〜12:00(雨天中止)

10/18(日)9:30〜12:00(雨天中止)

集合

交野山山頂

サツマイモ掘り、稲刈り

持ち物

農作物の収穫体験を通じて、農業への理解を深め
るイベントです。家族そろってご参加ください。

※観察は早朝から夕方まで行っています。

集合

費用

日時

内容

第二京阪道路交野北IC北東横イベント広場

収穫物

サツマイモ(1人2株程度持ち帰り)、米(実

費。当日予約受付。1家族5㌔まで。後日受取)

対象

市内の小・中学生とその家族(小・中学生の

定員

約100人(抽選)

無料

あれば双眼鏡・野鳥図鑑

指導協力
申込

交野野鳥の会

当日集合場所

問 いきものふれあいセンター ☎893-6520
□

みの参加不可)

費用(1人あたり)
申込

いきいきランド交野

参加費100円、

サツマイモ堀り400円

9/18(金)〈消印有効〉までに、往復はがきか、

スポーツ プライベートスイミングレッスン

Eメールで、①住所②電話番号③参加者(家族全

参加者のニーズに合わせ、マンツーマン指導で質

掘り参加の人数を記入し、農政課「農とのふれあ

コロナ禍で6月開催予定が中止になったため、再度

〒576-8501(住所記入不要)

日程・時間・定員等は、お問い合わせください。

員の氏名、年齢、性別、参加費合計)④サツマイモ

の高いレッスンを提供します。

いツアー」係

9月に実施します。

noui@city.katano.osaka.jp
※家族単位でお申込ください。

問 交野市農業体験事業実行委員会事務局
□

☎892-0121

場所
費用

いきいきランド交野
3,300円

わくわくプール

問 いきいきランド交野プールフロント
申込・□

☎894-1187
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新型コロナウイルス対策のため、催し等の開催を中止・延期等をする可能性があります。また、催し等に参加する場
合は、検温等、事前の体調チェックやマスク着用等の配慮をお願いします。

星の里いわふね
かつらなんてん

文化

桂南天の会

其の十九

間近で生の落語をお楽しみください。

10/25(日)13:30開場、14:00開演

日時

場所

星の里いわふね

出演者
費用

対象

かつらじゃくごろう

小学生以上

かつらだんじろう

桂南天、桂雀五郎、桂團治郎

前売券1,000円、当日券1,500円

券の販売

(窓口)9/3(木)9:00〜

(電話予約)9/3(木)10:00〜

問 星の里いわふね
□

☎893-3131

式典

令和3年成人式は
午前・午後の2部制で開催します

新型コロナウイルス感染症対策のため、今回は午
前・午後の2部制で開催します。
対象

平成12年4/2〜13年4/1生まれの人(10月

末時点で市に住民票がある対象者には、12月初

旬に案内はがきを送付)

日時
場所

令和3年1/11(祝)
星の里いわふね

▷午前の部

10:30〜11:00(受付10:00〜)

▷午後の部

13:30〜14:00(受付13:00〜)

第一・第二中学校区在住の新成人
第三・第四中学校区在住の新成人

校区が分からない人は市ホームページ「交野市立

子育て 親子教室秋の部
場所
定員

星の里いわふね
各5組

費用

対象

未就園児親子

1組5,400円

問 9/16(水)から星の里いわふね
申込・□

☎893-3131

10/12〜12/21の月曜日(11/9・23除く)
▷リトミック教室「ひまわり①組」
9:30〜10:10

対象

2歳〜就園前

▷リトミック教室「ゆり①組」
時間

10:20〜11:00

対象

1歳6か月〜2歳

▷リトミック教室「ひまわり②組」
時間

11:10〜11:50

水曜クラス

対象

2歳〜就園前

10/7〜12/23の水曜日(10/28・11/4・12/2除く)
▷リトミック教室「ひまわり③組」
時間

9:30〜10:10

対象

2歳〜就園前

時間

10:20〜11:00

対象

1歳6か月〜2歳

時間

11:10〜11:50

対象

1歳〜1歳6か月

▷リトミック教室「ゆり②組」

▷リトミック教室「ちゅーりっぷ組」
木曜クラス

住んでいる人も参加できます。直接ご来場くださ
い。

※危険物・酒類の持ち込みはできません。

※新型コロナウイルス対策で式典を変更または中

月曜クラス

時間

小・中学校校区表」をご確認ください。また、他市に

止するときは、
ホームページでお知らせします。

協力者募集

当日に協力してくれる新成人を募集します。
①司会：各部1人

②記念品を受け取る人：各部1人
③誓いの言葉：各部1人
申込

令和4年度以降も20歳で成人式を開催します

令和4年4月から、成年年齢が20歳から18歳に引

き下げられますが、市では成年年齢引き下げ後も、
引き続き20歳を対象に成人式を開催します。

成人式を18歳にした場合、成人式の時期が受験や
就職準備等の時期と重なり、またそれらに費用も

かかるため、時間的・経済的に落ち着いた環境での
お祝いが困難だと見込まれるための判断です。
問 青少年育成課 ☎892-7721
□

10/8〜12/17の木曜日(10/29・11/19除く)

ゆうゆうセンター

▷ベビーマッサージ教室「たんぽぽ組」
時間

9:30〜10:10

時間

10:20〜11:00

対象

▷あかちゃん教室「もも組」

対象

2〜8か月

6〜12か月

▷プレリトミック教室「さくらんぼ組」

時間 11:10〜11:50 対象 10か月〜1歳3か月

9/30(水)までに青少年育成課

仕事

職業適性検査

厚生労働省編一般職業適性検査であなたの適性を
測定します。
日時
場所
対象
定員

①9/9(水)13:00〜15:30

②11/11(水)13:00〜15:30
ゆうゆうセンター

市内在住の15〜39歳で就労を目指す人
(学生不可)

各2人(先着順)

費用

無料

問 9/9分は9/1(火)から、
11/11分は11/2(月)
申込・□

から人権と暮らしの相談課 ☎817-0997
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福祉
日時

場所

対象

健康

老人福祉大会・星友クラブ大会
10/3(土)12:30〜15:30

ゆうゆうセンター4階

元気度知ろう会「口腔機能測定」

①9/14(月)：口腔機能測定、実技等

交流ホール

市内在住でおおむね65歳以上の人、星友ク

②9/28(月)：結果の返却、口の機能アップに関する
取り組み紹介等

ラブ会員

時間

10:00〜11:30

います。

場所

ゆうゆうセンター1階

※新型コロナウイルス対策のため、入場制限を行
内容

第1部：式典、第2部：演芸発表等

※大会終了後は、乗ってきたバスでお送りします。
問 高齢介護課
□

車名

☎893-6400

リボン

停車場

倉治バス停前
「万代」
(
向かい側)

1号車 ピンク 南倉治バス停前
市立第2中学校前

郡津消防分団車庫前

フレスコ星田店前
「ふれあいプラザバス停」
(星田駅方面行)
星田山手バス停

2号車

水色

星田山手入口
(星田行「星の森」バス停)
平和台霊園前

JR星田駅バス停

星田4丁目バス停
北星田バス停

南星台四丁目バス停
妙見東二丁目バス停

時刻

緑

藤が尾団地バス停

藤が尾2丁目バス停
私市・御幸橋前
(私市共同墓地前)
私市3丁目バス停
(交野方面行)

交野高校前バス停
(私部グラウンド側)
青山3丁目バス停
5号車

黄色

さくら丘住宅バス停
(天野が原町)

松塚「松塚ふれあい館」前
6号車

白

交野市
茶色
(マイクロバス)

青年の家前
寺会館前

10人(先着)

費用

無料

持ち物

飲み物、②は歯ブラシ

問 9/1(火)から高齢介護課
申込・□

☎893-6400

11:43
11:48
11:22
11:25
11:27
11:30
11:35
11:43
11:46
11:20
11:25
11:32
11:35
11:40

健康

11:30
11:35

11:45
11:50
11:35
11:48
11:50
11:45

元気アップメイト養成講座

一緒に高齢者の健康づくりを応援しませんか。
日時

10/5〜12/14の毎週月曜日

場所

ゆうゆうセンター1階

13:30〜15:00(全10回)

内容

審査会室

元気アップ体操や口腔体操等、実技の習得

※講座終了後は地域の元気アップ教室で活動して
いただきます。

定員
費用

5人

無料

持ち物

筆記用具、飲み物

問 9/1(火)から高齢介護課 ☎893-6400
申込・□

11:45

梅が枝南信号「はるやま」前 11:40
住吉神社前

定員

審査会室

11:38

府道交野久御山線大阪ガス
11:37
交野ステーション前
(時計台前)
喫茶「のんのん」前(私部)

65歳以上の市民

11:30

妙見口バス停(交野方面行) 11:30
3号車

対象

健康

健康啓発ボランティアである
健康リーダー7期生募集

「健康リーダー」とは、運動や食事を中心に学び、自

主グループとして市が目標としている健康寿命延
伸に向かって活動するボランティアです。

今回、全9回の養成講座を開き、7期生を募集しま
す。講座終了後は地域での活動をお願いします。
日程

12/10(木)、
12/17 (木)、
12/25(金)、
11/26(木)、

時間

9:20〜12:00

対象

74歳以下の市民

1/6(水)、1/15(金)、1/22(金) 、2/2(火)、2/17(水)

場所
講師

ゆうゆうセンター3階

定員

展示活用室
10人程度

医師、健康運動指導士、保健師、管理栄養士

問 10/30(金)までに健康増進課
申込・□

☎893-6405
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ゆうゆうセンター
生活習慣病予防教室
〜健康な血管は一番の財産〜

健康
日時

10/19(月)9:15〜11:45

場所

ゆうゆうセンター2階

体験学習室

対象 16〜74歳で、血圧が130/85ｍｍHg以上、

中性脂肪150mg/dl以上、LDL120mg/dl以上、

HDL40mg/dl未満、
空腹時血糖100mg/dl以上、

HbA1c5.6％以上(NGSP値)の人

内容

血管の状態について、健康的な食生活のポ

イント、正しいウオーキングフォームなど

定員

10人(先着)

講師

健康運動指導士・保健師・栄養士

持ち物

筆記用具、みそ汁などの汁物100cc程度

(塩分測定用)、飲み物、健診結果、動きやすい服装

でご参加ください。

問 10/12(月)までに、
電話・FAX・Eメールで
申込・□
FAX 892-0525
□

健康増進課 ☎893-6405

kenkou@city.katano.osaka.jp

相談
日時

場所

ゆうゆうセンター2階

申込

直接会場

内容

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。
①9/2・16(水)

1部：10:00〜10:45

ゆうゆうセンター4階

②9/10・24(木)

1部：13:00〜13:45
青年の家

③9/11(金)

集団指導室

遺言、相続、成年後見、内容証明の作成等

問 行政書士会枚方支部 ☎814-9920
□

2部：11:00〜11:45
多目的ホール

2部：14:00〜14:45

武道施設

1部：10:00〜10:45

2部：11:00〜11:45

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

申込

直接会場

費用

無料

持ち物

問 高齢介護課
□

定員

各40人

飲み物、②③は上履き

☎893-6400

スポーツ フットサル教室
日時

10月〜翌年3月の日曜日(全19回)

①年長〜小学校低学年

行政書士による日曜無料相談会
9/20(日)13:00〜15:00

健康

13:00〜15:00

②小学校低学年〜高学年
場所
定員

星田西体育施設
各20人(先着)

講師

えとうしんいち

15:00〜17:00

費用

9,500円

み み の ゆ う き

持ち物

江頭伸一さん、耳野裕樹さん
上履き、飲み物、タオル

問 9/2(水)から、
参加費を添えて星田西体育施
申込・□

設 ☎893-7721

その他施設(市内)
環境 「みどりのカーテン大作戦」写真展
市内公共施設とまちで見かけたゴーヤでのみどり
のカーテンの写真を展示します。
①9/3(木)〜6(日)10:00〜16:00
青年の家1階

ロビー

②9/7(月)〜11(金)9:00〜17:30
市役所別館1階

ロビー

問 交野みどりネット事務局
□

福祉

☎892-0121

音訳ボランティア養成講座

視覚障がいのある人に対し、必要な情報を音声で

伝えるための基本技術やデジタル録音の基本を学
びます。
日時
場所
定員

10/14〜12/16の水曜日13:30〜15:30

(10/28・12/2除く。全8回)
ボランティアセンター2階
15人

費用

無料

持ち物

活動室

問 障がい福祉課 ☎893-6400
申込・□
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筆記用具

スポーツ 女性体育教室後期
日時

10月〜翌年3月の水曜日10:00〜12:00

場所

星田西体育施設

対象

(全23回)

内容

16歳以上

費用

定員

40人(先着)

ストレッチ・リズム体操・ニュースポーツ等

持ち物

9,200円

講師

た け ひ ら ふ み こ

竹平富美子さん

上履き、飲み物、タオル

問 参加費を添えて星田西体育施設
申込・□

☎893-7721

その他施設(市外)
仕事
日時

仕事

北河内エリア 介護と福祉の就職フェア
9/24(木)13:00〜16:00

場所

内容

介護・福祉職場の面談や説明会、12:00から

ハローワークによるセミナー

費用

コロナショックに負けない中小企業の危機管理と
事業承継
日時

京橋ツイン21MIDタワー20階

無料(申込不要)

場所
講師

日時

場所

講師

ひとり親家庭の親等のための
就業支援講習会

パソコン初級②

ワードの基礎とエクセル3級(日商PCデータ活用)
日時

12/12〜2/6の土曜日10:00〜16:00

場所

府立母子・父子福祉センター

(1/2除く。全8回)

20人(抽選)

教材費等
申込

7,000円

申込締切

20人

イベントルーム

(株)サイバーアシスト

よしむらまさひろ

代表取締役社長

吉村正裕さん

10/16(金)15:00〜17:00

枚方ビオルネ5階

大阪府事業承継ネットワーク事務局経営者
いなたにまこと

保証コーディネーター

稲谷誠人さん

☎843-5154

日時

往復はがきに①希望講座名②住所③氏名(ふ

20人

イベントルーム

女性の起業セミナー

第1回「女性の起業 #1」

11/12(木)

定員

問 北大阪商工会議所中小企業相談所
申込・□

仕事

ひとり親家庭の母・父、寡婦

定員

枚方ビオルネ5階

〜経営者保証解除を考える〜

☎06-6762-9001

対象

定員

9/23(水)15:00〜17:00

後継者にとって引継ぎやすい会社とは？

問 府社会福祉協議会老人施設部会事務局
□

仕事

事業承継啓発セミナー

場所
講師

9/13(日)14:00〜

枚方T-SITE4階
ミ ニ ッ ツ

(株)minitts

定員

35人

イベントスペース

なかむらあけみ

代表取締役

中村朱美さん

りがな)④年齢⑤職業⑥電話番号⑦志望動機

第2回「女性の起業 #2」

大阪府立母子・父子福祉センター内 大阪府母子

場所

〒537-0025

問 北大阪商工会議所中小企業相談所
申込・□

⑧(保育希望の場合のみ)子の氏名・年齢を記入し、
家庭等就業・自立支援センター

問 同センター
□

図書

大阪市東成区中道1-3-59

日時

講師

10/10(土)14:00〜

枚方T-SITE4階
(株)ルカコ

定員

35人

イベントスペース

代表取締役

せんだしのぶ

仙田忍さん

☎843-5154

☎06-6748-0263

自動車文庫ブンブン号の巡回日程
ステーション名

時間

ゆうゆうセンター前

13:15〜13:45

私市山手ちびっこ広場前

14:15〜15:00

星田西体育施設前

15:30〜16:30

郡津駅前（松塚公園）

13:45〜14:30

磐船駅北1号公園

14:45〜15:30

藤が尾

15:45〜16:30

フレンドタウン交野

13:30〜14:15

妙見坂（松下中央児童公園）

14:45〜15:15

南星台公園

15:30〜16:30

妙見東（中公園北）

13:30〜14:00

星田山手自治会館前

14:30〜15:15

星田山手1丁目

15:30〜16:30

曜日

9月

10月

11月

12月

９日

7日

4日

2日

23日
水

2日
16日
30日
10日
24日

木
3日

17日

21日

18日

14日

11日

28日
8日

22日
1日
15日
29日

25日
5日

19日
12日
26日

16日

9日

3日

17日

10日

問 倉治図書館 ☎891-1825
□
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お知らせ
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

9/12(土)・27(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。

※大変混み合う状況が続いています。時間に余裕
を持ってお越しください。

※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
□

意見
募集

星田北6・7・8・9丁目の望ましい学校区について
(素案)

学校教育審議会で審議中の、
星田北エリアのまちづ

くりが進められている星田北6〜9丁目の望ましい

学校区についての方向性を示すものです。この度、
案を公表し、
みなさんからの意見を募集します。
募集期間

5月の緊急事態宣言等の延長等により、売上が減少
する事業者を支えるため、地代・家賃(賃料)の負担
を軽減する給付金を国が給付します。詳細は、経済

市ホームページ、市役所本館2階情

報公開コーナー、青年の家1階まなび未来課

意見を提出できる人
人・法人・団体

次のいずれかに該当する個

▷市内に在住・在勤・在学している
▷市内に事業所(事務所)がある
▷市税の納税義務がある

▷その他、案件に利害関係がある
意見の提出方法

意見書(様式自由)に住所・氏名

(団体名)を記入し、
募集期間内
〈消印有効〉
に持参・

郵送・FAX・Eメールでまなび未来課
〒576-0052

私部2-29-1

素案についての説明会
日時

9/4(金)19:00〜20:30
星田会館

※質疑応答を含め、90分程度を予定。
問 まなび未来課 ☎810-8010
□

福祉

重度障がい者医療助成

対象

▷インターネット申込

②療育手帳Aを持っている

法人600万円、個人事業者300万円

http://yachin-shien.go.jp
▷申請サポート会場で申込(要予約)
http://yachin-shien.go.jp/support/
オペレーター 0120-150-413

(9:00〜18:00 土日祝を含む)

問 家賃支援給付金コールセンター
□

☎0120-653-930

FAX 892-4800
□

manabi-mirai@city.katano.osaka.jp

産業省ホームページをご覧ください。
最大給付額

18

9/1(火)〜30(水)

案の閲覧場所

場所

くらし 家賃支援給付金

パブリックコメントの実施

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
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。
問 障がい福祉課 ☎893-6400
申込・□

子育て 児童扶養手当の定例払い

防災

木造住宅耐震化補助制度

父母の離婚等により、父または母と生計を同じく

対象

で。一定の障がいがある場合は20歳未満)を監護す

補助額

者(児童と同居・監護・生計維持をする人)に支給さ

工事着手前に申請が必要です。また、対象とならな

していない児童(18歳になって最初の3月31日ま
る母、監護し生計を同じくする父、父母以外の養育
れます。

婚姻等、受給資格がなくなった時は、すぐに届け出
をしてください。

また、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。

次回の定例払いは9/11(金)です。

問 子育て支援課 ☎893-6406
□

防災

ブロック塀等撤去・改修補助制度

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

昭和56年5月以前に建築された木造住宅の

所有者等

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

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
□

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
□

防災

耐震補助金・ブロック塀等補助金に
関する代理受領制度

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
□
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税・保険・年金
税

市税の納期限

お知らせ
教育

学習用タブレットを導入

固定資産税・都市計画税第3期分の納期限は9/30

子どもたちの学習意欲や学力の向上、家庭学習の

問 税務室 ☎892-0121
□

きる力を育むことを目的に、今年度中に市内小中

(水)です。期限までにお納めください。

募集
教育

第一中学校区の新しい学校の名前を募集

第一中学校区で、令和7年度までに開校予定の施設
一体型小中一貫校の学校名を募集します。詳細は
ホームページをご覧ください。

※令和4年度に開校予定の交野小学校と長宝寺小
学校の統合校も同じ名称とします。

https://www.city.katano.osaka.jp/docs/2020070800032/
問 まなび未来課 ☎810-8010
□

くらし パッカー車の側面デザイン画を募集
みんなの作品がパッカー車にプリントされます。
対象 市内在住の小学4年生
採用作品 2点
テーマ 次のいずれか1つ
①「星のまち交野の未来」私たちが大人になったと
き、交野市はどうなっているのかな？
②「守ろう交野の自然環境」交野の自然をどうやっ
たら守っていけるのかな？
応募の決まり
①四つ切画用紙に水彩絵の具・ポスターカラーで
描く
②自分で考えて描く
③商品名は記入しない
④おりひめちゃん・星のあまんは描かない
⑤絵の題名など、何かメッセージを入れる
※メッセージは画用紙の端に書くと、パッカー車
に貼り付けたときに切れてしまいます。

画用紙（四つ切り）
絵を描く部分

充実をめざし、ICTを活用してこれからの時代を生
学校の全ての児童・生徒にタブレット(iPad)を無
償で貸し出し、学習支援アプリケーションを用い
た授業を進めていきます。

※小学5・6年生と中学3年生から順次導入してい
きますので、保護者のみなさんは、貸し出しの手

続きをお願いします。

詳細は、市のホームページでご確認ください。
問 まなび未来課 ☎810-8010
□

教育

令和3年度使用
交野市立小・中学校教科用図書

令和3年度使用市立小・中学校教科用図書が決まり
ました。詳細は、指導課ホームページまたはお問い
合わせください。

問 教育センター ☎892-8627
□

環境

PCBが含まれた電気機器等は
ありませんか

PCBを含む電気機器(変圧器、コンデンサー、業務

用蛍光灯の安定器等)の処分期限は、高濃度：令和2

年度(2020年度)末、低濃度：令和8年度(2026年
度)末までとなっています。店舗や事務所の電気
室、倉庫等の点検をお願いします。

PCB含有の判別は各メーカーにお問い合わせする

か、
日本電機工業会や日本照明工業会のホームペー
ジ、または中間貯蔵・環境安全事業㈱(JESCO)ホー
ムページをご参照ください。

問 府産業廃棄物指導課排出者指導グループ
□

☎06-6210-9583

防災

大阪880万人訓練

この訓練は、府から府内全域に、市から市内全域に
エリアメール・緊急速報メールを発信します。
日時

9/4(金)府＝9:33頃(大津波警報発表)
市＝9:45頃(火災拡大通報)

※訓練当日は電話が繋がりにくくなることがあり
斜線の部分は車体の端になります。
ラッピングする時に文字が隠れるので、
斜線の部分に文字が入らない様に絵を描いてください。

⑥画用紙の裏に学校名・学年・クラス・名前(ふりが
な)を入れる
問 9/30(水)までに環境事業課 ☎892-2471
申込・□
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ます。また、マナーモードでも着信音が鳴ります

ので、映画館等では電源を切ってください。

※対応機種については、各種携帯電話会社にお問
い合わせください。

http://www.pref.osaka.lg.jp/shobobosai/trainig_top/
問 府民お問合せセンター ☎06-6910-8001
□

防犯

自転車を盗難から守りましょう

大阪で最も被害の多い犯罪は自転車の盗難(令和
元年中24,907件)です。また、自転車の盗難の約半
数(約53%)は鍵をかけないで被害にあっていま

す。大切な財産を守るため、自転車から離れる時
は、短時間でも必ず鍵をかけましょう。

また、自転車防犯登録は盗難時の早期発見に役立

ちます。登録に関することは大阪府自転車商防犯

協力会(☎06-6629-0750)までお問い合わせくだ
さい。

問 危機管理室 ☎892-0121
□

くらし 感染防止宣言ステッカー

このステッカーは、新型コロナウイルス感染拡大
防止の推進と、みなさんへの安心の提供のための
「新型コロナウイルス感染症防止ガイドライン(業
種別ガイドライン)」を遵守している事業者に発行
されます。
事業者のみなさんは、ぜひステッカーを登録し、店
舗等に掲示してください。また、次の施設について
はステッカーの導入を強く推奨します。
▷すでにガイドラインが策定されている施設
▷過去に全国でクラスターが発生した施設と同種
の施設(ライブハウス・スポーツクラブ・カラオ
ケ・接待を伴う飲食店)
▷飲食店(居酒屋等)
※詳細は府ホームページをご覧ください。
http://www.pref.osaka.lg.jp/shobobosai/sengensticker/
問 大阪府コールセンター ☎06-4397-3268
□

スポーツ

交野マラソン 2020
meets online in Halloween

コロナ禍で交野マラソン2020が中止になりまし
たが、1年を通したスポーツ活動への参加、健康づ
くりの環境整備の一環として、オンラインで開催
します。
この大会は、スマートフォンに専用アプリをイン
ストールし、参加者個人個人が別の時間・別の場所
で走る、新型コロナウイルス感染症拡大防止に対
応した新しい形のマラソン大会です。
対象 次の要件全てを満たす人
▷10/17(土)現在で高校生以上

▷スマートフォンにアプリ「TATTA」をインス
トールしている
開催期間 10/17(土)0:00〜10/31(日)23:59
内容 アプリ「TATTA」を立ち上げたスマート
フォンを持って、開催期間内に自分の好きな時
間・場所で走る
距離 10㌔マラソン、
ハーフマラソン(21.0975㌔)
参加費 10㌔、ハーフとも2,500円
※別途ランネット申込手数料220円。
参加賞 完走ムービー(メール配信)、完走証と大会
記念Tシャツ(郵送)
申込 9/1(火)〜10/11(日)に
交野マラソンホームページ
からランネット申込
http://katano-marathon.com/
問
□ 社会教育課 ☎892-7721

くらし 計量器(はかり)の定期検査
取り引きや証明に使うはかりは、正確性の維持の

ため、法律で2年に1回の定期検査が義務づけられ

ています。検査対象となるはかりの使用者は、検査
会場までお越しください。

※検査費用ははかりの種類により異なります。
日時

場所

10/15(木)・19(月)・20(火)10:30〜15:30

ゆうゆうセンター内健診車駐車場

問 大阪府計量検定所検査課
□

☎872-7877

(一社)大阪府計量協会検査部 ☎874-9955
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新型コロナウイルス対策のため、催し等の開催を中止・延期等をする可能性があります。また、催し等に参加する場
合は、検温等、事前の体調チェックやマスク着用等の配慮をお願いします。

お知らせ
福祉

9/10〜16は自殺予防週間です

1人で悩まず、専門の相談機関にご相談ください。
こころの健康相談
期間

9/1(火)9:30〜9/30(水)17:00

(期間中24時間対応)

電話番号

0570-064-556

毎月10日8:00〜翌日8:00(24時間)

電話番号

0120-783-556

大阪府の労働相談センター

労働者、使用者のさまざまな相談に対応します。
日時
場所

月〜金曜日9:00〜12:15、13:00〜18:00
エル・おおさか南館

相談方法

電話・面談・出張(前日までに要予約)

問 労働相談センター ☎06-6946-2600
申込・□

健康

自殺予防いのちの電話
日時

相談

訪問型元気アップ大作戦

老化により、体力や生活動作に不安がある人に対

し、医療の専門職が自宅を訪問し、一人一人に合っ

大阪府こころのほっとライン-新型コロナ専用-

た指導を集中的に行い元気アップを目指します。

スなど、こころの健康に関する相談にLINE(文字

対象

日時

訪問回数

新型コロナウイルス感染症に関する不安やストレ

※身体に触れるリハビリは行いません。

チャット)でお応えします。

※他のリハビリサービスの利用者を除く。

17:30〜22:30

3か月間、月1回訪問

毎週水・土・日曜日

定員

※受付は22:00まで。

体力・生活動作に不安がある65歳以上
9/1(火)〜翌年3/31の間で、

50人(先着)

申込書の配布

※LINEアプリから

「友だち登録」をしてください。

高齢介護課窓口、市ホームページ

問 高齢介護課 ☎893-6400
申込・□

相談窓口一覧

大阪府こころの健康総合センター
ホームページをご覧ください。

人権

人権擁護委員のみなさん

人権擁護委員は、法務大臣から委嘱された民間の

ボランティアで、みなさんに人権について関心・理
解を深めてもらうための活動をしています。

暮らしの中で人権について問題を感じたときは、
気軽にご相談ください。

市内の人権擁護委員(敬称略)
お お た り つ こ

大田律子(星田山手)
きたはられいこ

北原玲子(私市)
こがけいさぶろう

古賀啓三郎(妙見東)
ねぎさとる

祢冝悟(私部)

かしはら

こ

く も ん

こ

柏原せつ子(星田)

九門りり子(私部西)
し み ず ひ で こ

清水秀子(星田西)
ま つ だ し げ お

松田茂夫(郡津)

問 交野市人権擁護委員会事務局 ☎817-0997
□
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健康

保健所だより

▷肝炎検査(無料、予約制)
日時 第2火曜日9:30〜10:30
▷HIV・梅毒即日検査(無料・結果は即日、要確認検
査の場合は1週間後。希望者には梅毒即日検査も
実施)
日時 第1月曜日9:30〜10:15
※新型コロナウイルス対策のため変更することが
あります。事前にお問い合わせください。
▷骨髄ドナー登録(無料･予約制)
日時 第1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)等の精神的な病気、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 9/8・29(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」☎862-217

福祉

ヘルプマークを知っていますか

健康

10月分センター健(検)診追加募集

ヘルプマークは、外見からは分からなくても、援助

10月分のセンター健(検)診で、定員の空きがある

す。このマークを見かけたときは、座席を譲る等の

い。

や配慮を必要とする人が周囲へ知らせるマークで
思いやりのある行動をお願いします。
ヘルプマーク・ヘルプカードの配布

ヘルプマークは、かばんなどに着けて使用する

マークです。ヘルプカードは、緊急時に支援を求め
やすくするため、支援が必要な事柄を、あらかじめ
記入しておくカードです。
対象

義足・人工関節や内部障がい、妊娠初期等、

場所

ゆうゆうセンター1階

周囲の援助や配慮を必要とする人

問 障がい福祉課 ☎893-6400
□

障がい福祉課

日の受付を行います。詳細はお問い合わせくださ
場所
定員

ゆうゆうセンター1階
若干名(先着)

休日診療所

※対象・費用等は、
「わが家の健康管理」参照。
問 9/1(火)から健康増進課 ☎893-6405
申込・□

健康
日程

12・1月分センター健(検)診
12月：16(水)・17(木)・21(月)
1月：12(火)・22(金)

※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
受診できます。

※対象・費用等は、
「わが家の健康管理」参照。
問 9/1(火)〜10/30(金)に健康増進課
申込・□

健康

10月からロタウイルスワクチンの
定期接種が始まります

ロタウイルスは、下痢やおう吐を引き起こすウイ

ルスで、脱水がひどくなると小さな子どもは重症
化するおそれがあります。

対象は、令和2年8/1以降に生まれた子どもで、標

準的な接種年齢は生後2か月からです。対象者には

生後2か月ごろに案内を送ります。予防接種で赤
ちゃんをロタウイルスから守りましょう。
問 健康増進課 ☎893-6405
□

健康

私部会館で特定健診

お近くで特定健診を受けるチャンスです。
日時

対象

11/11(水)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

※人間ドックを受診し、当課の助成金を申請した
人は対象外。

定員

50人(先着順。11/2(月)時点で申込が30人以

下の場合は中止)

問 9/1(火)から医療保険課 ☎892-0121
申込・□

おわびと訂正

広報8月号21㌻、
「 星田会館で特定健診」に誤りが

ありました。誤りは申込の開始日の「8/31(月)から」
で、正しくは「8/3(月)から」です。おわびし訂正いた

します。

☎893-6405

健康コラム

「呼吸法でリラックス」
適度なストレス(緊張感)は、生活にハリを与
えてくれますが、過度のストレスが続くと体
調にも悪影響が出てきます。リラックスする
ための呼吸法の一つに「腹式呼吸」がありま
す。この呼吸法は、緊張時に働く「交感神経」
を抑え、リラックス時に働く「副交感神経」を
刺激します。
【練習方法】
次の①〜③を1セットで、数回繰り返しま
しょう。勢いよく息を吸うと、胸式呼吸にな
りやすいので気を付けましょう。
①ゆっくりと口から息を8秒間かけて吐き
出します(優しくしゃぼん玉を吹くような
イメージ)。
②息を吐き切ったら、4秒間かけて鼻から息
を吸います(鼻の近くの空気をそっと吸い
込むイメージ)。
③6秒間息を止めます。
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
水曜日のみ1歳6か月まで。
月〜金曜日
10:00〜12:00、14:30〜16:30 予約優先・人数制限あり。2部制。前日または当日受付。

たまて箱

9/7（月）10:30〜11:00

お店屋さんごっこ。先着12組。持ち物：小さめの紙袋。
〈要申込〉9/1(火）〜

育児相談会

9/17（木）10:30〜11:30

「育ちについて保健師さんと話しましょう」先着6組。
保健師対応。
〈要申込〉9/1(火）〜

マタニティヨガ

9/16（水）10:00〜11:30

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〉9/1(火）〜

子育て講座

9/28（月）10:30〜11:30

赤ちゃんと一緒に骨盤ケア。6〜12か月。先着6人。きょう
だいの入室はできません。
〈要申込〉9/1(火）〜

こりす組

10/14（水）10:00〜11:00

3か月〜9か月

うさぎ組

10/6（火）10:00〜10:45

10か月〜1歳3か月

こあら組

10/8（木）10:00〜10:45

1歳4か月〜1歳9か月

らいおん組

10/12（月）10:00〜10:45

2歳〜

わくわくランド

遊戯室・お庭の開放

先着6組。
〈要申込〉9/23（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
10:00〜11:30、13:00〜
14:30、15:00〜16:30

おしゃべり会

9/1（火）10:30〜、13:00〜、15:00〜 幼稚園・保育園・こども園選び

つくってあそぼ

9/9（水）10:30〜、13:00〜、15:00〜 びっくりカメラ

リサイクルウイーク
ヨガ

9/15（火）〜19（土）
9/24（木）10:30〜

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。
予約優先・人数制限あり。3部制。前日または当日受付。

ベビー用品、こども服、おもちゃ、マタニティグッズ等
姿勢美人になりましょう。定員4組。
〈要申込〉9/10（木）〜

●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
赤ちゃんの日
「親子ヨガ」

月〜金曜日
金曜日のみ1歳6か月まで。土日祝日・星田こども園休園日はお
9:00〜11:00、
13:00〜15:00 休み。予約優先・人数制限あり。2部制。前日または当日受付。
9/11（金）10:30〜11:30

子育て講座「食事と生
9/24（木）10:00〜11:00
活リズムについて」

親子教室
9/29（火）10:00〜11:00
「親子でふれあい遊び」

開催日当日1歳未満。
先着5組。
きょうだいの入室はできません。
〈要申込〉9/1（火）〜
先着5組。きょうだいの入室はできません。
〈要申込〉9/9（水）〜
開催日現在1歳6か月未満。先着5組。
〈要申込〉9/15（火）〜

●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
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お部屋の開放

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。
水・金・土曜日
2部制。
前日または当日受付。
10:00〜12:00、14:00〜16:00 予約優先・人数制限あり。

絵本の紹介と
読みきかせ

9/2（水）14:00〜

ペープサート

「ねこときどきらいおん」
9/18（金）11:00〜、15:00〜 「どこでねるの」

図書館司書による読み聞かせ

●認定こども園

交野保育園 ☎891-6203

さくらんぼクラブ

9/14（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

9/15（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

9/16・23・30（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対策のため、催し等の開催を中止・延期等を
する可能性があります。また、催し等に参加する場合は、検温
等、事前の体調チェックやマスク着用等の配慮をお願いします。
●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。
あさひ幼児園
☎892-0206

〈園庭〉9/8（火）9:30〜11:00
〈室内〉9/17（木）9:30〜11:00

くらやま幼児園
☎892-8433

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

あまだのみや
ちどりこども園
☎892-1351

〈あまだっ子交流会〉
9/2（水）9:40〜11:00

園児との交流。園の紹介等。2015年4/2〜2018年
4/1生まれ。
〈要申込〉電話にて

〈園庭〉9/9（水）10:00〜11:00

雨天中止。駐車場はありません。

ほしだ幼稚園
☎891-3856

〈遊ぼう会〉9/16（水）10:15〜11:45

ひかりの子幼稚園
☎891-9000

〈ひよこクラス〉
9/2（水）①10:00〜②11:10〜

室内大運動会。
2015年4/2〜2018年4/1生まれ。
定員15組。
〈要申込〉
9/8（火）10:30〜電話にて
☎894-2697（先着順）

保育室で遊ぼう、幼稚園での生活・スライド紹介
他。各回定員20組。
〈要申込〉電話にて

開智幼稚園
☎892-3488

〈園庭・室内〉
9/9・23（水）10:50〜11:40

2016年4/2〜2018年4/1生まれ。
登録時に1,000円が必要です。

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。

●乳幼児の健診と相談、教室・講座

健康増進課 ☎893-6405
※対象児または同居のきょうだいが通う学校･園･施設等が休校･休園の場合は参加できません｡
また､開催日当日に37.5℃以上の熱や咳等の風邪症状がある人も参加できません｡

4か月児健診

医療機関での個別健診

1歳6か月児健診 対象者に案内を送ります。1歳6か月児健診は2歳前、3歳6か月児
健診は4歳前に送付予定です。
3歳6か月児健診
ミルキィベビー
教室

パパママ☆マタ
ニティー教室

幼児食の
個別相談会

10/7(水)9:20〜11:50
ゆうゆうセンター2階
プレイルーム
①赤ちゃんを知ろう
10/7(水)9:20〜11:30
②妊娠中も健康に！
10/14(水)9:20〜11:30
③家族で赤ちゃんを迎えよう！
10/24（土）9:20〜12:00
ゆうゆうセンター2階
体験学習室
10/1（木）9:30〜11:50
ゆうゆうセンター2階
プレイルーム･
親子健康教室

持ち物:母子健康手帳

1組20分の個別相談。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。1〜3か月の赤ちゃん対象。
先着8組。持ち物:母子健康手帳、タオル。
〈要申込〉9/3(木)〜※年間通しての参加は1人1回です。
①赤ちゃん人形を使っての実習、産前･産後の体の変化、ケアに
ついて、赤ちゃんとママが知って得する情報
②知って得するにんぷごはんのススメ、お口の健康教室
③パパも一緒に沐浴･妊婦体験
定員各回7組程度。持ち物:母子健康手帳、筆記用具、パパママ学級
テキスト（ない人は200円で販売）、②はみそ汁（100cc程度）
〈要申込〉9/3（木）から先着順
1人あたりの相談時間は約15分。講座開催日に1歳6か月〜2歳
の幼児を持つ保護者対象。対象児の同伴可。定員10人。
持ち物:母子手帳、筆記用具〈要申込〉9/1（火）〜
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BOOK & COOK

今月のおすすめ本
BOOK

ガリガリ君ができるまで
いわさだ

成美堂出版編集部 成美堂出版 岩貞 るみこ
も〜っと わけあって絶滅しました。
まるやま た か し

丸山 貴史
あるひあるとき

講談社

ダイヤモンド社

冬森 灯 ポプラ社
植野 広生 ポプラ社
禅僧が教える不安に負けない心の整え方
ま す の しゅんみょう

こぼり おういちろう

養老 孟司・小堀 鷗一郎
オフマイク

廣嶋 玲子（他） 講談社
フレンドシップ ウォー こわれたボタンと友情のゆくえ
講談社

こんの びん

今野 敏

おおえどかりゅうあらため

祥伝社

集英社

大江戸火龍改

赤ちゃん の 絵本

パンダおやこたいそう

「おやこたいそう

ふゆもり とも

う え の こうせい

ようろう たけし

ひろしま れ い こ

いっしょに読んで

だんちゅう

dancyu 食いしん坊 編集長の 縁結びカツサンド
極上ひとりメシ

枡野 俊明 主婦の友社
死を受け入れること ―生と死をめぐる対話―

あまん きみこ のら書店
じりじりの移動図書館

アンドリュー・クレメンツ

一般書

児童書

イラストでわかる
都道府県じてん

ゆめまくら ばく

夢枕 獏

講談社
作：いりやま さとし

講談社

はじめるよ」パンダの親子が体操をはじめます。ひざを曲げ、両手を挙げて、

ぐーんと伸びて…たけのこの体操。
右に左にゆらゆらゆらゆら…振り子の体操。
おしりとおしり
をくっつけて…さくらんぼの体操。
絵本を読んでいると、
パンダの親子と一緒に体操をはじめた
くなります。
親子でふれあって、
心も体もぬくぬくぽかぽか。
スキンシップが嬉しい１冊です。
パンダたいそうシリーズは他にも４冊あります。
真似してなりきって楽しんでみてください。
祝日開館(室)のお知らせ
倉治図書館・青年の家図書室は9/22(祝)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。
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

「けんちん 」

COOK

材料（４人分） ・鶏肉・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・120㌘
・油揚げ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 40㌘
・だいこん・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・160㌘
・にんじん・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 80㌘
・青ねぎ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 40㌘
・しめじ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 80㌘
・ごぼう・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 80㌘
・みりん・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 大さじ1/2
・濃口醤油・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大さじ2と1/2
・塩・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・少々
・ごま油・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・適量
・かつお出汁・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・800cc
準

備

1.
2.
3.
4.

かつお節で出汁をとっておく。
しめじは、根元を切り落とし、ほぐしておく。
だいこんとにんじんは、いちょう切り、青ねぎは小口切りにする。
油揚げは短冊切り、ごぼうはささがきにする。

作り方
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❶
❷
❸
❹
❺

鍋にかつお出汁を沸かし、鶏肉を煮る。
だいこんとにんじんを入れて、アクを取る。
ごぼう、しめじ、油揚げを加え、火を通す。
ごま油以外の調味料を加えて、味付けする。
青ねぎ、ごま油を入れて味をととのえたら、できあがり。

問 環境事業課 ☎892-2471
□

る
わ
変
が
て
ごみ捨

と後
前
う
ら
も
で
読ん

スプレー缶捨てるから穴開けたいんだけど、動かないよう缶持っててくれない？

釘と金づちで開けるの？危ないわよ。

そうなの！安定悪いし滑るし。いつも穴開けの器具を買おうと思うけど後回しに
なっちゃうのよ。

今は穴を開けなくていいんです。
中身を使い切って出してください
スプレー缶に穴を開けると、中のガスが引火する危険があります。穴を
開けずに出してください。ただし、中身が残ったままだと収集車やごみ
処理施設での事故の原因になりますので、
必ず中身を使い切ってから出
してください。
▷中身がまだ残っている場合は、
火の気がない風通しの良い屋外で、
いらなくなった新聞紙や布などに吹き付けて中身を空にしてください。
▷カセットボンベは必ず中身を使い切ってください。

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

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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そうだ、
きさいち植物園に行こう！
Let's go Kisaichi botanical garden

9月

10月

10月

サザンカ

コスモス

●メキシコ原産のキク科の
1年草。
観賞用としてよく
植えられる

●ツバキ科の常緑小高木
で、温かい山地に生える
●花はツバキに似ている
が、平らに開き、多数の雄
しべはツバキのように筒
状にくっつかず、分離し
ている
●日本特産種

9月

10月

アキザクラ

●秋桜ともいい、
白や淡紅色、
深紅色の可愛らしい花が
盛んに開く
●コスモスは英語で「宇宙」。花の
中央に星の形をした花がある

10月

ミズアオイ

●全国の池や沼などに群生
する1年草
●ヒヤシンスに似た青い花
を多数咲かせる
●名前の由来は水辺に生え、
葉の形がアオイに似てい
るため

コブクザクラ

●中国のシナミザクラとエド
ヒガンの雑種と推定される
●4月上旬と秋に八重咲き
で白い花を咲かせる
●名前の由来は、1つの花か
ら複数の実をつけることか
ら、
子宝に恵まれる
「子福」

※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。

こぼれ話

観測をしている百葉箱

百葉箱の内部

植物園では､1950年の開園の翌年､1951年から
気象観測を始め､以後､毎日9時過ぎに観測をしてい
ます｡観測は､天候や風向き､最高･最低気温など11
項目を記録し､園内の国内外から導入した多様な植
物の手入れ作業の参考に利用しています｡
現在までに蓄積された約70年分のデータを見比
べると､1951年9月の平均気温は22.5℃､最高気温
の平均は26.0℃だったものが､2019年9月には平
均気温25.9℃､最高気温の平均は30.9℃となり､か
なり高くなっていることが伺えます｡
他にも､観測記録の中で最も高い気温は1978年
8月12日の38.8℃｡最も低い気温は1977年2月16
日のマイナス10.2℃｡24時間雨量の最高は､2013
年9月16日の279.7mmなど､いろいろな記録が
残っています｡
今後もメタセコイア近くの園内の1等地で､観測
は続けられていくと思います｡

大阪市立大学理学部付属植物園（愛称：きさいち植物園）

観測記録の様子

記録をつけている野帳

●☎ 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 歳以上の市民は「植物園メイト」に登録すると入園料が無料になります。
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星ノ町
レジェンド
伊丹富太良は、明治6年（1873年）に傍示で生

まれました。ここに住む伊丹氏の一族は、戦国
お

時代には兵庫県の伊丹に住んでいましたが、織
だ

のぶなが

田信長との戦に敗れ、静かな山中にある傍示の
里に隠れ住んだという伝承を持つ一族です。

明治時代の傍示は、交野の町中へ行くには、

「かいがけの道」を通るしかありませんでした
が、この道は車も通れない険しい道のため、買

私財を投げ打ち道を切り開いた偉人

い物や通勤・通学のために上り下りするのは非

いたみとみたろう

伊丹富太良

常に大変なものであったと考えられます。そう

1873年―1953年

した傍示の人たちの姿を見て、富太良は傍示に
道を作る事業の実施を決断しました。

公共事業ではなく個人でこのような事業を

行うことは傍示の人たちにとっても驚きの出

れましたが、幸いにもこの道路工事は大阪府に

来事でしたが、富太良の決意は固く、大正2年

よって補助されることになり、ついに傍示の里

（1913年）頃から工事が開始されました。作業

から森南を通る道路が完成しました。傍示の人

員を手配し、トロッコをひき、時には山の硬い

たちはこの道を、古くからあったかいがけの道

岩盤を崩すためのダイナマイトによる爆破も

に対して「新道」と呼んで親しんでいました。

あったそうですが、これらの費用は全て富太良

富太良が切り開いたこの道は、現在は「森南

の私財により賄われていました。

傍示線」として市が管理しています。生活道路

また、工事開始の翌年には第一次世界大戦が

として地域の人たちに重宝されているだけで

勃発し、工事資材の価格が暴騰しましたが、富

なく、ハイキングなどレジャーを楽しむ人たち

太良はこの事態にもあきらめることなく、所有

のためにも役立っています。個人でこのような

していた田畑を売り払って工事費用を捻出し

長年役立つ道路を作った偉業に、ただただ頭が

ていました。それでも一時は事業継続が危ぶま
道路

阪
二京

第

下がる思いです。

いきいき
ランド交野

交野市立
岩船小

河内磐船駅

枚方

大和

郡山

線

右写真の地点

森区民ホール 森南

線
傍示

傍示
生駒市

河内森駅
当時の工事風景
問 社会教育課文化財係 ☎893-8111
□
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11月号の締め切りは9/30(水)

新型コロナウイルス対策のため、催し等の開催を中止・延期等をする可能
性があります。また、催し等に参加する場合は、検温等、事前の体調チェッ
クやマスク着用等の配慮をお願いします。

交野着物着付同好会B
眠っている着物を着てみません
か。
初心者歓迎。
10月から毎週金曜
10:00〜12:00。武道館。月3,000
円。
かわかつ

問 川勝 ☎892-1215
□

語学研修会員募集
姉妹都市交流や海外旅行に役立つ
語学力向上。9/1(火)〜。交野会館。
入会1,000円。年4万円〜(コース
により異なる)。

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。

きっこうかま

交野陶芸研究会・吉向窯
初心者に最適な陶芸教室です。
見学
歓迎。
毎月第2日曜13:00〜15:00。
青年の家。
年1万円。
おおしま

問 大島 ☎080-3767-4213
□

あいあいサークル会員募集
ラテンダンス楽しく踊りません
か。毎週木曜13:00〜15:00。青年
の家。1回300円。

ストレッチ体操 姿勢矯正教室
体をのばして姿勢矯正。
持ち物バス
タオル。毎週金曜10:30〜11:30、
交野会館。月曜10:30〜11:30、い
きいきランド交野。20歳以上対
象。1回500円(初回無料)。
みき

問 ペレイラ美起
□

☎090-9612-2154

問 国際交流協会 ☎894-1113
□

大人が楽しむピアノ
弾ける喜びを感じながら脳の活性
化を促しましょう。月2回火・水曜
午前。
青年の家。
成人対象。
月3,000
円。
いとう

問 伊藤 ☎050-5240-4383
□

デジカメ同好会写真展
自由課題で多彩な個性ある写真を
展示します。9/8(火)〜13(日)9:00
〜17:00(最終日は16:00まで)。青
年の家ロビー。無料。
すがの

なかもと

問 中元 ☎090-1672-3233
□

問 菅野 ☎891-4170
□

地域福祉活動で褒章を受賞
令和2年春の褒章
しんしょうけいこ

交野市民生委員児童委員協議会会長の新庄桂子さん
らんじゅ

が、藍綬褒章を受章しました。これは、新庄さんが、
長年にわたり地域福祉活動の充実･強化の中心的な
役割を担ってきたことが認められての受賞です。

新型コロナウイルス感染症対策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、学
校や避難所に配布します。

こうさいかい

(公財)日本教育公務員弘済会支部長
きょうこう

および

株式会社大阪教弘代表取締役

かわまたとおる

川俣徹様

やまぐちしげゆき

山口成幸様より

アルコール除菌剤(1㍑入り)

56本

(市内小･中学校14校に各4本)
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株式会社モンベル
(アウトドア義援隊)様より
防護服200着

交野市火災予防協会様より
マスクケース6,500枚

心の病を抱えた家族の方々集合
心の病で悩んでいる家族の方々、
参加を。9/9(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。

飯盛山(大東市) くすのき
前回雨で再挑戦。楠まさしげをし
のんで。9/26(土)8:30。河内磐船
駅。600円。

磐船街道と私市周辺探訪
参加自由。古文化同好会の歴史ウ
オーク。9/12(土)9:00〜12:00。河
内森駅集合。私市駅解散。案内は
ひらたまさのぶ
平田政信氏。200円。

童謡を歌って元気アップしよう
未経験でもお気軽に参加できま
す。9/28(月)13:00〜14:30。いき
いきランド交野。1,000円。

くもかわ

問 雲川 ☎891-0884
□

むらた

問 村田 ☎892-2326
□

あしたへ！
発達障がい等気になる人お話しし
ませんか。
9/17(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。
なかの

問 中野 ☎891-9040
□

交野市消費生活展
身近な生活を考えよう。9/17(木)
〜19(土)10:00〜16:00。青年の家
ロビー。無料。
よなが

問 代永 ☎892-8568
□

ありがとう笑いヨガ
笑いヨガ始めます。マスク着用で
お越しください。9/19(土)13:30〜
14:15。ゆうゆうセンター。500
円。

つるぞの

問 鶴園 ☎891-6002
□

おざわ

問 小澤 ☎090-7103-4793
□

きよもり

ひょうごづ

清盛ゆかりの兵庫津
800年前の清盛の夢のあとめぐ
り。10/10(土)8:25。河内磐船駅。
2,500円。
つるぞの

問 鶴園 ☎891-6002
□

おやこで楽しくおいもほり
10/13(火)10:00〜。ゆうゆうセン
ター近く。
育児中の人対象。
先着18
組。
330円。
申込9/28(月)10:00〜。
問 Kid'sさぽーと・かたの
□
☎090-9865-7724

第9回市星連ゴルフ大会
日時
場所
対象
対象
定員
費用

10/30(金)
交野カントリー倶楽部
市内在住の60歳以上、市星連会員
全セルフプレー、ダブルペリヤ方式、懇親会なし
120人(先着)
会員1万1,450円
非会員1万2,450円
ささき
申
･
問
9/3(木)までに市星連若手部の佐々木
□□
☎090-3714-5383

ふじたに

たけだ

問 竹田 ☎892-5180
□
ろ く は ら

六波羅界隈と平家の栄枯盛衰
参加自由。古文化同好会の勉強会。
9/26(土)10:00〜12:00。青年の家
よしおかかずあき
学びの館。講師は吉岡一秋氏。200
円。
むらた

問 村田 ☎892-2326
□

大会結果
交野市長杯
ソフトテニス大会
7/24(祝)私部公園テニスコー
トで16ペアが参加し行われま
した。
だいどうやすひろ まつむらよしかず

1位

大同康博、松村義一

2位

吉田孝二、福澤司

よしだこうじ

ふくざわつかさ

いずみ

れいか

泉 麗香

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

第18回星のパレット水彩画展
水彩画約50点展示。会員募集中で
す。9/22(祝)〜27(日)9:30〜16:30
(最終日は16:00まで)。青年の家ロ
ビー。無料。

作

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

問 藤谷 ☎090-3038-5085
□
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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/

四交クリーンセンター

動画は「かたのスイッチ」公式
YouTubeチャンネルで
https://youtu.be/BU7XRTI1NOw

※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 9 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（7月末時点）： 世帯 ：33,052世帯
人口 ： 77,669 男 ： 37,509人 女 ： 40,160人

国道168号沿い、
四條畷市や生駒市との市境付近
しこう
にあるごみ処理施設｢四交クリーンセンター｣を
撮影しました。
施設の敷地が広大なため、
ドロー
ンの限界高度(150m)でも敷地全体は撮影できま
せんでしたが、
そのスケール感は十分にお伝えで
きるのではないでしょうか。
右の写真は、
施設内にそびえ立つ大きな煙突を上
から撮影したものです。
近づいても全く煙が見え
ず、
処理能力の高さがうかがえます。
動画では、
パッカー車がごみを運んでくる様子も
撮影していますので、
ぜひご覧ください。

