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特集　新型コロナウイルスワクチン接種の準備を進めています
　　　環境アクションwith コロナ



このページに記載されている情報は、令和3年2月15日現在のもので、「見込み」や「予定」の情報が多く
含まれています。国の動向や今後の状況等により、情報が変わる可能性があります。

　国が示す接種順位に応じて、16歳以上の人に接種を進めていく予定です。現在示されている接種順
位は次のとおりです。
①医療従事者
②高齢者（令和3年度中に65歳以上に達する人〈昭和32年4月1日以前に生まれた人〉）
③基礎疾患（慢性の呼吸器・心臓・腎臓・肝臓の病気等）を有する人や高齢者施設等に従事する人
④上記以外の人
※接種順位は、今後のワクチンの供給量等により細分化される可能性があります。

　ワクチン接種を迅速・円滑に行えるよう、2月1日付で「新型コロナウイルスワクチン接種対策室」を
設置しました。今後はこの対策室において、接種券（クーポン券）の発送や接種会場の確保等を進めて
まいります。現在、国からの明確な接種スケジュール等は示されていませんが、提示があり次第、ホー
ムページへの掲載や案内チラシ（3月中旬ごろ全戸配布予定）で、みなさんにお知らせします。

新型コロナウイルスワクチン接種の
準備を進めています

｢新型コロナウイルスワクチン接種対策室｣を設置しました

ワクチンの接種順位

　現在、接種時期については未定です。接種順位②の高齢者への接種開始は、早くても令和3年4月1日
以降になります。原則2回接種で費用は無料です。詳細な接種時期等が国から示され次第、ホームペー
ジや案内チラシ（3月中旬ごろ全戸配布予定）でみなさんにお知らせします。
　ワクチン接種には、住民票のある市町村が発行する接種券(クーポン券)が必要です。国が示す接種順
位に応じて、対象者に順次発送予定です。

接種の概要

　ゆうゆうセンターでの集団接種と、市内医療機関での個別接種を予定しています。接種券（クーポン
券）がお手元に届いた人から電話・web予約が可能です。完全予約制です。
　なお、4月以降はゆうゆうセンターの各部屋を集団接種のために確保しています。市民のみなさんの
部屋予約が制限されますが、ご理解・ご協力をお願いします。

接種会場

　新型コロナウイルスワクチンの接種は強制ではなく、接種を受ける人の同意がある場合に限り接種
します。予防接種による感染症予防の効果と、副反応のリスクの双方を理解した上で、自らの意思で接
種を受けていただきます。接種を受ける人の同意なく、接種が行われることはありません。
　詳細は、厚生労働省ホームページ（https://www.mhlw.go.jp/）をご覧ください。

接種を受ける際の同意

　新型コロナウイルスワクチン接種のために必要とかたり、金銭や個人情報をだまし取ろうとする電
話の報告が寄せられています。
　市町村等がワクチン接種のために、金銭や個人情報を電話で求めることはありません。

ワクチン接種に便乗した詐欺にご注意ください

厚生労働省 新型コロナワクチンに関する電話相談窓口（コールセンター）
電話番号　0120-761770〈フリーダイヤル〉（9:00～21:00 土日･祝日も実施）
※聴覚障害者相談窓口　□FAX　03-3581-6251　　corona-2020@mhlw.go.jp

□問 コールセンター☎050-3646-7837　　yoyaku@katanocity.jp
　（3/1(月)から。電話は月～土曜日9:00～18:00）
　新型コロナウイルスワクチン接種対策室☎893-2111
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□問 健康増進課☎893-6405
新型コロナウイルスワクチン接種業務の看護職募集

□問 人権と暮らしの相談課☎817-0997
やめよう！コロナ差別

　新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する看護職（看護師・保健師・助産師）を募集します。
業務内容　予防接種補助業務（薬液充填・接種や接種介助・健康観察など）
対象　看護師免許を有する人　賃金　大阪府下統一単価のため未定
勤務時間　シフト制（週1日から応相談）
▷平日　　13:00～17:00（2～3時間程度）　　 ▷土曜日　13:00～19:00（3～4時間程度）
▷日曜日　9:00～18:00（2～6時間で応相談）　▷祝日　　9:00～17:00（2～5時間で応相談）
勤務場所　ゆうゆうセンター等
雇用期間　3月末～10/31（日）（短くなる可能性あり）
申込　健康増進課☎893-6405

　コロナ禍における差別や偏見をなくそうと愛媛県の有
志グループが作ったシトラス色（愛媛県の特産のかんきつ
のイメージカラー）のリボンをつけ、思いやりの輪を広げ
る「シトラスリボンプロジェクト」が全国的に広がってい
ます。
　市は、こうした差別をなくし、思いやりの輪を広げる活
動の趣旨に賛同し、引き続き偏見や差別をなくすための取
り組みを進めていきます。

　思いやりの輪を広げよう

　新型コロナウイルスの感染が日本全国に拡大する中、感染者やその家族、治療にあたった病院関係者、
海外からの帰国者などに対して、誤った情報や認識による不当な差別・偏見・いじめがあってはなりませ
ん。不確かな情報に惑わされ人権侵害につながることのないよう、国や府、市ホームページなどで正確な
情報を確認し、冷静な行動をお願いします。

※令和3年2月15日現在の情報です｡感染拡大状況により発令期間の変更等がある可能性がありますので､
　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。

※特に20時以降の不要不急の外出自粛を徹底すること。
※医療機関への通院､食料･医療品･生活必需品の買い出し､必要な職場への出勤､屋外での運動や散
　歩など､生活や健康の維持のために必要なものについては対象外です。
※イベントの開催や集会所等の使用についても､20時までの時間短縮にご協力ください。

緊急事態宣言発令期間が　3月7日(日)まで　に延長されています

新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため

不要不急の外出・移動は自粛してください
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巣ごもりの今こそ、環境アクションで
「ピンチ」を「チャンス」に

環境
アクション
with コロナ

問環境衛生課 ☎892-0121

新型コロナウイルスの影響で、

感染予防として寒いときでも

窓を開けて換気が必要になるため

暖房の温度設定を下げられないなど、

環境アクションも普段通りの

行動ができないことがあります。

今月は中止になった

環境フェスタ in 交野に代わり、

コロナ禍だからこその

環境アクションを紹介します。

　コロナ禍で家にいることが多くなり、「電気代が高く

なった」「ごみが多くなって大変」などの声も多く聞かれ

ます。環境アクションは、環境にやさしいだけでなく、も

ともと電気代やごみの削減につながる活動です。家に

いることが増えた今こそ、コロナ禍の「ピンチ」を環境

アクションを始める「チャンス」に変えましょう。

　みなさんのご家庭にも、家に長くいるようになったか

らこそ気付いた「もったいない」はありませんか？
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ENVIRONMENTAL ACTION

　まだまだ寒い日が続きますが、ウイルスを外に出す
ために、家でも定期的な換気が求められています。エ
アコン等の暖房で部屋を温めても換気をするとまたす
ぐに室温が下がるので、暖房の温度設定を上げてしま
いがちになります。
　そんな時に役立つのがウオームビズ。家でも厚着や
ひざかけ等のあたたかい小物を使うことで室温が下
がっても影響を受けにくくなります。ポイントは首・手
首・足首の3つの「首」を温めることで効果的に体全体
が温まります。

ウオームビズは「密閉」対策に効果あり！

　通勤・通学ラッシュでの「密集」を避けるため、在宅
勤務や時差出勤等が呼びかけられています。しかし、
そのような業務形態をとることができない人も多くい
ます。通勤・通学先が遠方ではない人に限りますが、徒
歩や自転車での移動に切り替えることで二酸化炭素
を出さず、通勤・帰宅ラッシュ等の密集を避けての移
動ができます。
　また、コロナ禍で外出機会が減り、運動不足になっ
た人も多くいますが、徒歩・自転車は運動不足解消に
も最適。一石三鳥の移動手段です。

徒歩・自転車移動でラッシュ回避。運動不足の解消にも

　水筒等を持つことでペットボトル等の容器ごみを削
減するマイボトルも､感染予防に効果のあるアクショ
ンの一つです。のどの奥にある粘膜で覆われた｢線毛｣
には､ウイルス等の異物を体内から排出させる機能が
ありますが、粘膜が乾燥すると線毛がうまく働かず、ウ
イルスが体内に侵入しやすくなってしまうのです。
　そうならないためにもマイボトルでこまめに水分を
補給し、粘膜の乾燥を防ぐことが大切です。
　また、マイボトルを保温性のあるものにすれば、いつ
でも温かいものや、冷たいものが飲めて快適です。

マイボトルは感染予防対策にも！
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　交野市は、令和3年11/3（祝）に市制施行50周年を迎えます。この大きな節目の年を市民
のみなさんとお祝いしながら、これまでのまちの歩みを振り返り、未来につながるまちづ
くりを考えるきっかけにしていきたいと考えています。
　今後は、市民のみなさんと市制50周年を盛り上げるため、さまざまな取組を展開してい
く予定です。広報紙やホームページで随時お知らせしていきますので、ご確認ください。

　市のゆるキャラ「おりひめちゃん」を
使用した記念ロゴマークを策定しまし
た。このマークは、市の発行物やイベン
ト等で活用する他、市民や事業者等のみ
なさんも使用できます。
　使用を希望する人は、上記のQRコー
ドから詳細を確認のうえ、ご活用くだ
さい。

　記念ロゴマークを策定しました

　市民や事業者のみなさんが、「交野市市制施行50周年記念」の名称を付けて実施する事業やイベントを
募集します。名称を付けた事業やイベントは、市のホームページ等でPRできます。応募方法等については、
上記QRコードからご確認ください。

　｢交野市市制施行50周年記念｣冠事業を募集します

交野市市制施行50周年記念事業を実施します
□問 政策企画課☎892-0121

①胸の前に置いた手首に直角に当てます。
②利き手を上にあげながら頭を下げます。
　力士が懸賞金をもらう時の動作が由来とされ
　ています。

①利き手の全指を握って耳の上にあて､そのまま
　首の高さまで下におろします。
②利き手を下ろしながら､体を前に倒しておじぎ

）すまりなに寧丁りよ、とす倒く深（。すましを
※①は枕を外す仕草で｢朝｣を表現｡そのままおじ
　ぎをすると朝の挨拶「おはよう」になります。

※口元や頬の動きも読み取りの参考になります｡
　言葉どおり口も動かしてください｡

手話ではなそう

ありがとう おはよう

①②

① ①

②

ANNIVERSARY

th
ANNIVERSARY

th

A5

A6

■交野市市政50thロゴマーク案　A 2021/1/14

ANNIVERSARY

th
ANNIVERSARY

th

A6
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軽自動車税に関するお知らせ
□問 税務室☎892-0121

　毎年、4月1日現在に市内に対象車両の所有者に課税されます。4月2日以後に廃車してもその年度分の税が
課税されます。
対象車両　原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車（フォークリフト・農耕用トラクター等、公道走行有無に
　関わらず）・二輪の小型自動車（オートバイ）
申告期限　▷登録:購入・譲受等から15日以内、▷廃車:廃棄・譲渡等から30日以内
申告に必要なもの（原動機付自転車・小型特殊自動車の場合）
▷登録　印鑑、本人確認書類、販売証明書等
▷廃車　印鑑、本人確認書類、標識交付証明書等・交野市のナンバープレート
※古物販売許可を持つ人以外の第三者が申告する際は所有者からの委任状等が必要です。
申告場所
▷原動機付自転車・小型特殊自動車　　市役所本館1階税務室税務総務係
▷排気量125ccを超える二輪車　　　 大阪運輸支局（寝屋川市）☎050-5540-2058
▷三輪・四輪の軽自動車　　　　　　　軽自動車検査協会（高槻市）☎050-3816-1841

　軽自動車税(種別割)に関する手続き

　減免の申請期間は、納税通知書がお手元に届いてから（5月上旬予定）、納期限（5月末日）までです。減免の詳
細は広報5月号または納税通知書に同封している案内をご覧ください。

　軽自動車税種別割の減免

原動機付自転車
排気量50cc以下、51cc～90cc 
91cc～125cc
ミニカー 50cc以下

2,000円
2,400円
3,700円
6,000円
2,400円
5,900円

農耕用(トラクター等)
その他(フォークリフト等)

2輪の小型自動車　251cc～

2輪126cc～250cc 3,600円
3,900円
10,800円
6,900円
5,000円
3,800円

ー
3,100円
7,200円
5,500円
4,000円
3,000円

ー
4,600円
12,900円
8,200円
6,000円
4,500円

小型特殊自動車

標準税率(年額)車種区分
原付・ミニカー・2輪の小型自動車・小型特殊自動車

車種

税率(年額)

軽自動車のグリーン化特例
　令和2年4/1～3年3/31の間に初度検査を受けた軽自動車のうち、下記の車両は令和3年度のみ下表のとお
り税が軽減されます。

4輪乗用 自家用
営業用
自家用
営業用

自家用
営業用
自家用
営業用

3,900円
10,800円
6,900円
5,000円
3,800円

1,000円
2,700円
1,800円
1,300円
1,000円

2,000円
5,400円
3,500円
2,500円
1,900円

3,000円
8,100円
5,200円
3,800円
2,900円

4輪貨物

適用条件

標準税率

対象基準と税率の軽減率
電気・天然ガス軽自動車 ガソリン・ハイブリッド軽自動車

50%軽減

75%軽減

25%軽減

3輪

4輪乗用

4輪貨物

乗用

貨物

3輪

車種区分 標準税率(年額) 旧税率(※1) 重課税率(※2)
軽自動車

※1 初度検査年月（その車両
の初回番号指定時の検査が
行われた年月のこと。車検
証に記載）が平成27年3月
以前の車両が対象。
※2 初度検査後13年を超え
る車両が対象。

　軽自動車税(種別割)の税率

平成30年排出ガス基準
適合または平成21年排
出ガス基準10％低減車

平成17年排出ガス基準75％低減達成車または
平成30年排出ガス基準50％低減達成車

令和2年度燃費基準
+30％達成車両

令和2年度燃費基準
+10％達成車両

平成27年度燃費基準
+35%達成車両

平成27年度燃費基準
+15％達成車両
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交　野　市

～省エネ・節電～3みんなもできる

●誰もいない部屋の照明（明かり）がつけっ
ぱなしになっていたら消しましょう！
●冷蔵庫は開けたらすぐに閉めましょう！

シーリングライト１ヶ所を蛍光灯からＬＥＤに
換えるだけで約５０％節電でき、年間電気代が
約１,８４０円おトクに！

使う時だけスイッチオン LED照明を使う

出典：一般社団法人家電製品協会
　　　「スマートライフおすすめBOOK　2020年度版」

COOL CHOICEとは、地球温暖化対策のために
「賢い選択」をしていこうという取組のことです。

右のＱＲコードからＣＯＯＬ ＣＨＯＩＣＥの取組みに
賛同お願いします！　ぜひチャレンジしてみよう！
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バスケット

①6歳～小学校低学年

②小学校高学年

③中学生･高校生

①小学校低学年

②小学校高学年

中学生～一般

小学3年生～中学生

16歳以上

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

小学生のみTシャツなし
4,800円
※ユニフォーム代
8,640円(小学生のみ)

6,800円

5回券4,500円
1回券1,000円

4,300円

入会金､Tシャツなし
年間1万8,700円

入会金､Tシャツなし
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

メインアリーナ

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

1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）

6,800円15:00～17:00木曜日
月4回サブアリーナ卓球

（初･中級）

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(一部の教室を除く)

一般

①3歳～小学2年生

②小学3年生

③進級クラス

一般

60歳以上

16歳以上

①5～6歳

②小学生

16歳以上

小学3年生～中学生

※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。 9



□問 健康増進課☎893-6405
予防接種の接種期限･申請期限

　次の予防接種は、3月末が定期接種の期限です。

対象　平成26年4/2～27年4/1生まれの人
接種回数　1回
※MR1期未接種の人も接種できます。
※定期接種の期限を過ぎると任意接種となり、有料で1万円程度かかりますので、ご注意ください。
※その他の予防接種で、対象年齢が7歳6か月未満までの予防接種もあります。まだ受けていない予防接
　種がないか、母子健康手帳でご確認ください。

　MR(麻しん･風しん混合ワクチン)2期

対象　令和2年4/2～3年4/1の間に65・70・75・80・85・90・95・100歳になる人で過去に肺炎球菌ワク
チン（ニューモバックス）の接種を受けたことのない人　
接種回数　1回　費用　2,000円
※生活保護世帯に属する人は、接種費用が免除されます。接種時に生活保護受給者証を医療機関窓口に提
　示してください。
※肺炎予防の意識の高まりによる需要の増加と、接種期限が近づいているため、予約が取りづらくなって
　います。希望する人は、早めに医療機関へお問い合わせください。

　高齢者肺炎球菌予防接種

　「わが家の健康管理」を参照の上、医療機関に直接予約してください。入院等で他市の医療機関で接種さ
れる人は、接種前に依頼書の事前申請が必要です。

　実施医療機関

　乳幼児定期予防接種と高齢者インフルエンザ・肺炎球菌予防接種費用の払い戻し（償還払い）申請がで
きます。※上限があります。
接種期間　令和2年4/1～3年3/31分
申請期限　令和3年3月末日
※必要書類等は、依頼書発行時に同封している案内をご確認ください。なお、依頼書の申請がない場合は、
　全額自己負担となります。
申込　健康増進課

　事前申請の上､他市で接種した定期予防接種の払い戻し

　これから生まれてくる赤ちゃんを先天性風しん症候群から予防するために、抗体価の低い人は接種し
ましょう。
対象　風しん抗体検査の結果、抗体価が低く接種時に19歳以上の男女で①～③に該当する市民
①妊娠を希望する女性
②妊娠を希望する女性の配偶者
③妊娠をしている女性の配偶者
接種期限　3/31（水）※申請期限も同日
助成金額　麻しん風しん混合ワクチン（MR）：上限8,000円、風しんワクチン：上限4,000円
助成方法　償還払い（1回限り）
※医療機関で接種費用を全額支払い後、申請により助成金額を指定口座に振り込みます。なお、医療機関
　の指定はありません。接種費用は医療機関により異なります。
申請に必要なもの　予防接種済証と領収書（被接種者名・ワクチン名・医療機関名・接種日・金額が明記さ
　れた原本）、抗体検査の結果（基準値あり）、振込口座が確認できるもの、印鑑
申込　健康増進課

　大人の風しん予防接種費用助成

10



消費者相談 訪問買取に出した指輪を取り戻したい

Ｑ

A

助言

着物など不用品買取の電話の後、自宅に来た業者に貴金属を要求され、やむなく指輪を売り渡し
ました。キャンセルできないでしょうか。

契約書を受け取ってから8日以内であれば、原則クーリング・オフできます。はがきなど書面を出
して品物を返してもらい、逆に買取金を業者に返します。

訪問買取では、利用者が予定していない物品の勧誘は禁止されています。また本来クーリング・オ
フ期間中は商品を業者に渡さずに手元にとどめ置くことができます。トラブルに関しては、当セ
ンターまでご相談ください。

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　

　「広報かたの」2020年12月号で募集したマイバッグキャンペーンにたくさんのご応募ありがとうござ
いました。応募にあわせて実施したアンケートの結果をお知らせします。
　今後もごみの減量とリサイクルの推進に向けて、ご協力をお願いします。

※1 4Rとは、レジ袋や余分な包装は断る「Refuse:リフューズ」、食材は必要な分だけ購入しごみになりそ
うなものを減らす「Reduce:リデュース」、物を修理したり不要品はリサイクルショップ等を使って再
使用する「Reuse:リユース」、資源ごみの回収に協力し商品はリサイクル品を選んで再生利用する
「Recycle:リサイクル」の4つの「R」から始まる行動のことです。
※2 3きり運動とは、買い物の際は使い切れる量を買い、調理くずを減らすなど「使いきり」、調理の際は食
べ切れる量を作り、残さず食べる「食べきり」、調理くずは捨てる前にギュっとひと絞りする「水きり」の
3つの「きり」で食品ごみを減らす運動です。

　昨年10月、交野市・枚方市・寝屋川市・四條畷市から北河内4市リサイクルプラザに搬入されるパッカー
車各1台を対象に、ごみ質検査(ペットボトル状況調査)を行った結果、ふた・ラベルがはずされていない
ペットボトルが約70％あることが分かりました。
　ふた・ラベルが付いたままでは、安定した処理が難しくなります。きちんと外してから捨てるようご協
力をお願いします。

アンケート内容 はい
1,070
747
623
818

いいえ
16
339
463
268

レジ袋の削減のため、買い物時にマイバッグを使っていますか。
ペットボトルなどの使い捨て飲料容器を使わず、マイボトルを使っていますか。
4R（※1）を知っていましたか。
3きり運動（※2）を実践していますか。

ペットボトルの状況

合　計

本数
4,182本
1,308本
1,131本
2,741本
9,362本

割合
44.67％
13.97％
12.08％
29.28％
100％

ふた・ラベルが外されていない
ふたは外されているが、ラベルは外されていない
ラベルは外されているが、ふたは外されていない
ふた・ラベルが外されている（きちんと分別されている）

マイバッグキャンペーンアンケートの結果
□問 環境総務課☎892-0121

ごみ質検査(ペットボトル状況調査)の結果
□問 環境事業課☎892-2471

応募総数　1,086枚

11
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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・延期する可能性があります。また、催し等に参加する場合も、
事前検温、マスク着用、身体的距離確保等の配慮をお願いします。

イベント情報

アウトドア

日時　3/20(祝)9:00～15:30
場所　倉治・滝町集会所
内容　刈払い機を使用した草刈り、シイタケのホ
　ダ木作り、懇親会・振り返り等
対象　18歳以上　費用　500円(保険代)
持ち物　弁当、筆記用具、歩きやすい服装・靴
申込・□問 環境衛生課 ☎892-0121

里山保全推進委員養成講座自然

青年の家

日時　3/24(水)14:30～15:15
場所　青年の家武道施設2階　作法室
内容　おはなしデュオ♪くみどり♪による
▷おはなし組木「三びきのやぎのがらがらどん」
▷大型絵本「じゃんけんぽん」ほか
定員　20人程度
費用　無料
申込　当日14:00から会場で整理券配布
□問 青年の家図書室 ☎893-4881

ブンブン劇場文化

岩場が多いので、不慣れな人・健脚でない人はご遠
慮ください。
日時　4/3(土)9:30～15:00(雨天中止)
集合　星田駅
コース　星の森→星田古道→日高山・星田山・北山
　師岳(星田三山)→星田妙見宮→光林寺(住職によ
　る講和有り)→星田会館(おもてなし)→星田駅
定員　50人(先着)　費用　600円
持ち物　弁当、水筒、雨具等
申込・□問 電話・Eメールで星のまち観光協会
　　　  ☎070-2838-9690
　　　　  hoshi_machi@katano-kanko.com
※Eメールは件名に「星のまちめぐり」、本文に①住
　所②氏名③携帯電話番号を記入してください。
※観光協会ホームページ（http://katano-kanko.com）   
　掲載の「新型コロナウイルス感染防止シート」を
　記入し、当日ご持参ください。ホームページが見
　れない人はお問い合わせください。

星のまちめぐり
交野降星伝説と星田三山巡り観光

期間　4月～翌年3月
▷絵画入門教室(水彩画・油彩画・パステル画)
　：第2・4木曜日
▷トールペイント教室水曜コース：第2・4水曜日
▷トールペイント教室金曜コース：第2・4金曜日
時間　10:00～12:00　場所　青年の家
対象　市内在住・在勤者　定員　20人(抽選)
費用　年間1万4,300円
　　　(前期5,200円、後期9,100円)
講師　絵画入門：宮崎和代さん
　　　トールペイント：西島奈穂子さん
申込　はがきに①希望教室名②氏名(ふりがな)
　③郵便番号④住所⑤電話番号を記入し、3/15(月)
　〈消印有効〉までに社会教育課
　〒576-0052　私部2-29-1
※はがき1枚につき応募は1人まで。
※教室の案内は3月下旬に送ります。
※絵画入門教室は3月のロビー展示に向けた作品
　も作ります。
□問 社会教育課 ☎892-7721

文化教室文化

みやざきかずよ

に し じ ま な お こ

平安時代の説話の宝庫「今昔物語集」を使用し、毎
回面白い話を選んで読み解きます。
日時　5月～翌年3月の第4木曜日14:00～16:00
　　　(8・12月は休講。全9回)
場所　青年の家学びの館1・2号室
対象　市内在住・在勤者　定員　50人(抽選)
費用　4,500円
講師　元摂南大学教授　小川豊生さん
申込　はがきに①氏名(ふりがな)②郵便番号③住
　所④電話番号を記入し、3/15(月)〈消印有効〉まで
　に社会教育課「文学講座」
　〒576-0052　私部2-29-1
※はがき1枚につき応募は1人まで。
※教室の案内は3月下旬に送ります。
□問 社会教育課 ☎892-7721

文学講座文化

お が わ と よ お
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いきいきランド交野

交野産の野菜やおいしい食べ物の販売など、楽し
さいっぱいのイベントです。
日時　3/14(日)10:00～15:00(荒天中止)
場所　いきいきランド交野
□問 交野いきいきマルシェおりひめの駅運営委員会
　事務局 ☎892-0121

交野いきいきマルシェ
おりひめの駅産業

場所　星の里いわふね　対象　未就園児親子
定員　各6組 　費用　1組6，300円（全9回）
申込・□問 3/10(水)から参加費を添えて星の里いわ
　ふね ☎893-3131
月曜クラス
日程　4/12～6/21の月曜日(5/3・31除く)
▷リトミック教室「ひまわり①組」
時間　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　対象　2歳～就園前
水曜クラス
日程　4/14～6/23の水曜日(5/5・6/9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
▷リトミック教室「ゆり②組」
時間　10:20～11:10　対象　1歳6か月～2歳
▷リトミック教室「ちゅーりっぷ組」
時間　11:10～11:50　対象　1歳～1歳6か月
木曜クラス
日程　4/8～6/17の木曜日(4/29・5/6除く)
▷ベビーマッサージ教室「たんぽぽ組」
時間　9:30～10:10　対象　2～8か月
▷あかちゃん教室「もも組」
時間　10:20～11:00　対象　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

親子教室春の部子育て

星の里いわふね

間近で生の落語をお楽しみください。
日時　4/24(土)13:30開場、14:00開演
場所　星の里いわふね　対象　小学生以上
出演者　桂南天ほか2人
費用　前売券1,500円、当日券2,000円
券の販売　(窓口)3/4(木)9:00～
　　　　　(電話予約)3/4(木)10:00～
□問 星の里いわふね ☎893-3131

桂南天の会　其の二十一文化
かつらなんてん

春休みの間に、体と心を鍛えましょう。
①3/25(木)～28(日)8:30～9:30
②3/25(木)～28(日)9:30～10:30
③3/31(水)～4/3(土)8:30～9:30
場所　いきいきランド交野
対象　3歳～中学生
定員　各60人
費用　5,500円
持ち物　水着、バスタオル、あればゴーグル
申込　web予約
　　　(右のQRコードから)
□問 いきいきランド交野
　プールフロント ☎894-1187

春休み短期水泳教室スポーツ
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星の里いわふね

ゆうゆうセンター

認知症を正しく理解し、認知症の人や、その家族に
出会った時に、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　4/21(水)13:30～15:00
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 4/14(水)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

新型コロナウイルス対策のため、催し等の開催を中止・延期する可能性があります。また、催し等に参加する場合も、
事前検温、マスク着用、身体的距離確保等の配慮をお願いします。

あなたの思いや経験を生かして介護する家族の支
援をしてみませんか。
日時　4/21(水)13:30～16:30
▷1部「認知症サポーター養成講座」
　(上記催しと共催)
▷2部　やすらぎ支援員説明会
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
対象　市民　定員　10人
費用　無料
申込・□問 社会福祉協議会 ☎895-1185

やすらぎ支援員養成研修会福祉

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。
①3/3・17(水)　定員　各部40人
　1部：10:00～10:45　2部：11:00～11:45
　ゆうゆうセンター4階　多目的ホール
②3/11・25(木)13:30～14:15　定員　50人
　青年の家武道施設　
③3/12・26(金)10:30～11:15　定員　60人
　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
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

市の食品ごみの現状について話を聞き、食品ロス
を出さない工夫について座談会を行います。参加
者にはエコバッグをプレゼントします。
日時　3/22(月)10:00～11:45
場所　市役所別館3階　中会議室
定員　20人(先着)　費用　無料
持ち物　筆記用具
申込・□問 3/1(月)から交野みどりネット事務局
　　　  ☎892-0121

「買った食品捨てていませんか？」
～食品ロスを出さない工夫～環境

月8回程度。日程は1か月前に窓口・ホームページ
に掲示しています。都合の良い日に参加してくだ
さい。
内容　卓球、バドミントン、スポーツ吹矢等
対象　小学生以上(小学生は保護者同伴)
費用　1回300円(1回2時間。登録制)
申込・□問 3/1(月)から星の里いわふね ☎893-3131

スポーツを楽しむ会スポーツ
日時　3/21(日)13:00～15:00（要予約）
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・□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
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ZUMBAとは、ラテン系の音楽とダンスを融合し
たエクササイズです。

対象　市内在住・在勤の16歳以上
費用　▷体験：1回500円(体験当日に必要)
　　　▷第1期：7,000円(分割1回600円)
講師　和田紗織さん
持ち物　上靴、飲み物、タオル
申込開始日　星田西体育施設：3/4(木)10:00～
　　　　　　星の里いわふね：3/4(木)9:00～
申込　参加費を添えて各窓口
□問 星田西体育施設 ☎893-7721
　星の里いわふね ☎893-3131

ZUMBA体験と第1期スポーツ

わ だ さ お り

日時　4/1・8・15・22(木)
▷星田西体育施設　14:30～15:30(定員25人)
▷星の里いわふね　19:00～20:00(定員25人)

日時　5/13～8/26の毎週木曜日
　　　(7/22、8/12除く。全14回)
▷星田西体育施設　14:30～15:30(定員25人)
▷星の里いわふね　19:00～20:00(定員25人)

体  験

第1期

ピラティスとは、心と体を整えるエクササイズです。

対象　市内在住・在勤の16歳以上
費用　▷体験：1回600円
　　　▷第1期：8,400円
講師　和田紗織さん
持ち物　上靴、飲み物、タオル、バスタオルまたは
　ブランケットとヨガマット(貸出あり)
申込開始日　星田西体育施設：3/4(木)10:00～
　　　　　　星の里いわふね：3/4(木)9:00～
申込　参加費を添えて各窓口
□問 星田西体育施設 ☎893-7721
　星の里いわふね ☎893-3131

ピラティス体験と第1期スポーツ

わ だ さ お り

日時　4/1・8・15・22(木)
▷星田西体育施設　15:40～16:40(定員20人)
▷星の里いわふね　20:10～21:10(定員25人)

日時　5/13～8/26の毎週木曜日
　　　(7/22、8/12除く。全14回)
▷星田西体育施設　15:40～16:40(定員20人)
▷星の里いわふね　20:10～21:10(定員25人)

体  験

第1期

現在、策定準備中の文化財保存活用地域計画に関
連したフォーラムです。
日時　3/28(日)13:00～16:00
場所　市役所別館3階　中会議室
▷第1部　令和2年度悉皆調査成果の報告
▷第2部　文化財保存活用地域計画とは
▷第3部　座談会「交野の文化財の将来を考える」
定員　30人(先着)　費用　無料
申込・□問 3/1（月）から社会教育課文化財係
　　　 ☎893-8111

市民文化財フォーラム
～自然と歴史を通じたまちの発見～文化

しっかい

初心者OK。必要な技術を丁寧に指導します。
日程　前期（4～9月）の日曜日
①年長～小学校低学年：13:00～15:00
②小学校低学年～高学年：15:00～17:00
場所　星田西体育施設　定員　各20人(先着)
費用　9,500円(全19回)
講師　江頭伸一さん、耳野裕樹さん
持ち物　上履き、飲み物、タオル
申込・□問 3/5(金)10:00から参加費を添えて
　　　 星田西体育施設 ☎893-7721

フットサル教室スポーツ

えとうしんいち み み の ゆ う き

健康づくりのため、運動習慣を身につけましょう。
日時　4～7月と9月の水曜日10:00～12:00
休講日　4/7、5/5、6/2、9/1
場所　星田西体育施設
対象　16歳以上の女性　定員　35人(先着)
費用　9,000円(全18回)
講師　竹平富美子さん
持ち物　上履き、飲み物、タオル
申込・□問 3/3(水)から参加費を添えて
　　　 星田西体育施設 ☎893-7721

女性体育教室スポーツ

た け ひ ら ふ み こ
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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・延期する可能性があります。また、催し等に参加する場合も、
事前検温、マスク着用、身体的距離確保等の配慮をお願いします。

その他施設(市内)
講座の詳細は、受講案内をご覧ください。
対象　府内在住・在勤で、手話を用いて聴覚障がい
　者と日常会話が可能な人(初心者不可)。ただし、
　大阪府の手話通訳者として既に登録されている
　人は除く
費用　無料(テキスト代等の教材費は実費)
受講案内・申込書の配付　ゆうゆうセンター1階
　障がい福祉課または府ホームページ
申込　3月中旬から次のいずれかで申込
▷ｗeb申込
　(http://www.pref.osaka.lg.jp/「手話通訳者」で検索)
▷申込書　受講案内についている申込書を郵送
□問 (公財)大阪聴力障害者協会 ☎06-6748-0380

大阪府手話通訳者養成講座福祉

自閉症をはじめとする「発達障がい」について理解
を深める講演会をオンライン形式で開催します。
日時　4/8(木)14:00～16:30
定員　500人(要申込)
申込　府ホームページ
　http://www.pref.osaka.lg.jp/chiikiseikatsu/
　hattatsusyogai_osaka/index.html
□問 府地域生活支援課発達障がい児者支援グループ 
　☎06-6944-6689

発達障がい講演会
「世界自閉症啓発デー in OSAKA 2021」福祉

オンライン

依存症は、本人も周りの人も依存症だという認識
を持ちにくい病気です。依存症の可能性に気付き、
適切な支援につながるための理解と正しい知識を
学ぶオンラインセミナーです。
日時　3/16(火)～31(水)
URL　http://kokoro-osaka.jp/
※ページの「依存症理解啓発府民セミナーを実施
　します」をクリック。
内容　「依存症について」「多重債務相談から見え
　てくる依存症問題」
講師　精神科医、司法書士
□問 こころの健康相談センター
　相談支援・依存症対策課 ☎06-6691-2818

依存症理解啓発府民セミナー健康

新型コロナ感染予防のため、30分毎入替(各回20
人程度)の事前予約制です。
日時　3/12(金)～13(土)13:30～16：00
場所　倉治図書館2階　視聴覚室
対象　市内在住・在勤・在学者
申込　3/2(火)13:00から倉治図書館
※申込時に日時をお知らせします。
□問 倉治図書館 ☎891-1825

本のリサイクルフェア図書

その他施設(市外)

日時　3/20(祝)14:00～
場所　枚方T-SITE4Fイベントスペース
定員　35人(先着)　費用　無料
申込　web予約または電話予約
▷web　枚方T-SITE「EVENT INFO」
　　　　(https://store.tsite.jp/hirakata/event/)
▷電話　北大阪商工会議所 ☎843-5154
□問 北大阪商工会議所 ☎843-5154

起業について学べるセミナー【副業#2】仕事

バスケットボールのプロチーム「大阪エヴェッサ」
が、大阪北部地域在住の小・中学生は無料で観戦で
きる招待試合を行います。
日時　4/3(土)15:05～、4/4(日)15:05～
場所　おおきにアリーナ舞洲
対戦相手　横浜ビー・コルセアーズ
観覧席　アリーナ2階自由席(事前申込制。完売に
　なり次第終了。通常前売価格2,000円)
申込　4/1(木)までに
　　　右のQRコードから
□問 大阪エヴェッサクラブオフィス
　ホームタウン担当
　☎0120-937-625

B.LEAGUE「大阪エヴェッサ」
市民応援デースポーツ

©OSAKA EVESSA
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お知らせ

機器の入替作業等のため、次の日時はサービスを
一時的に停止します。
▷3/2(火)～3(水)、3/23(火)～24(水)の全日
▷3/16(火)17:30～終日
□問 市民課 ☎892-0121

コンビニ交付サービスの一時停止証明書

交付通知書・有効期限通知書を持っている人や更
新手続き(有効期限3か月前から可)で､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　3/6(土)・14(日)・20(土)・28(日)9:00～12:00
場所　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せください。
□問 市民課 ☎892-0121

マイナンバーカード土・日曜日受付・交付申請

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を持っており､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。
※ひとり親医療助成が終了する人のうち、上記の
　要件に該当する人は、新たに重度障がい者医療
　助成を受給できます。
□問 障がい福祉課 ☎893-6400

重度障がい者医療助成福祉

制度・業務

老人医療費助成制度(経過措置)は、令和3年3/31
(水)をもって終了します。老人医療(一部負担金相当
額等一部助成)医療証(黄色の医療証)を持っている
人は、令和3年3/31(水)までの府外受診分等につい
て、速やかに助成申請を行ってください。
※お持ちの自立支援医療受給者証、特定医療費(指
　定難病)受給者証、特定疾患医療受給者証等は各
　受給者証記載の有効期限まで引き続き使用でき
　ます。
※重度障がい者医療の要件に該当する方は、令和3
　年3/31(水)までに重度障がい者医療助成の申請
　を行ってください。
□問 障がい福祉課 ☎893-6400

老人医療費助成制度の終了福祉

4月から、中小企業にも「パートタイム・有期雇用労
働法」および「同一労働同一賃金ガイドライン」が
適用されます。
これは、同一企業内の正規雇用労働者(無期雇用フ
ルタイム労働者)と非正規雇用労働者(パートタイ
ム労働者、有期雇用労働者)の間の不合理な待遇差
を解消し、どのような雇用形態を選択しても納得
が得られる処遇を受けられ、多様な働き方を自由
に選択できるようにすることを目指しています。
中小企業の事業主等は、法律・ガイドラインに沿っ
た取組の推進をお願いします。
□問 大阪労働局雇用環境・均等部指導課
　☎06-6941-8940

中小企業にも「パートタイム・
有期雇用労働法」が適用されます仕事

障がいに関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職
業を通じた社会参加のできる「共生社会」実現の理
念の下、全ての事業主は、法定雇用率以上の割合で
障がい者を雇用する義務があります。
3/1(月)から、各企業等の法定雇用率が次のとおり
引き上げられます。
▷民間企業　2.2%→2.3%
▷国、地方公共団体等　2.5%→2.6%
▷都道府県等の教育委員会　2.4%→2.5%
※引き上げに伴い、民間企業の場合、障がい者を雇
　用しなければならない事業主の範囲が、従業員
　45.5人以上から、43.5人以上に広がります。詳
　細は大阪労働局ホームページをご覧ください。
□問 ハローワーク枚方・専門援助部門
　☎841-3363(部門コード42#)

障がい者の法定雇用率が引き上げられます仕事
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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・延期する可能性があります。また、催し等に参加する場合も、
事前検温、マスク着用、身体的距離確保等の配慮をお願いします。

制度・業務

20歳以上の人は全て国民年金の被保険者となり、
保険料の納付が義務付けられていますが、所得が
基準額以下で保険料納付が困難な学生は、在学中
の納付が猶予される制度が設けられています。
対象　各種学校(対象校に限る)、大学(大学院)、短
　期大学、高等学校、高等専門・専修学校等、一部の
　海外大学の日本分校に在学する学生
申請書類　学生証、年金手帳、本人確認ができるも
　の(運転免許証、マイナンバーカード等)
申込　住民登録をしている市町村役場の国民年金
　担当窓口(交野市は医療保険課)
※令和3年4月以降の申請は、4/1(木)からです。
※2年前の分まで申請できます。
□問 医療保険課 ☎892-0121
　枚方年金事務所 ☎846-5011

国民年金保険料の学生納付特例年金

固定資産課税台帳の閲覧
固定資産課税台帳を閲覧することで、土地・家屋の
評価額や税額などを確認できます。
期間　4/1(木)～
費用
▷4/1(木)～5/31(月)：無料
▷6/1(火)以降：写しの交付1件あたり300円
対象
①固定資産税の納税義務者またはその代理人(委
　任状が必要)
②納税義務者と同居の親族
③納税管理人
④借地借家人(賃貸借関係の分かる契約書等が必要)
縦覧帳簿の縦覧
縦覧により、自分の所有する土地・家屋の評価額と
他の土地・家屋の評価額とを比較できます。
期間　4/1(木)～5/31(月)
費用　無料
対象
①固定資産税の納税者またはその代理人(委任状
　が必要)
②納税者と同居の親族
③納税管理人
閲覧・縦覧場所　市役所本館1階
　　　　　　　  税務室固定資産税係
※いずれも、本人確認のための運転免許証・健康保
　険証・納税通知書などが必要です。
固定資産価格の審査申し出
令和3年度の固定資産の価格(評価額)に不服があ
る場合は、4/1(木)から起算して3か月以内に、固定
資産評価審査委員会に審査の申し出ができます。
□問 税務室 ☎892-0121

固定資産の価格等の閲覧・縦覧と
審査の申し出税

税・保険・年金

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歳になって最初の3月31日ま
で。一定の障がいがある場合は20歳未満)を監護す
る母、監護し生計を同じくする父、父母以外の養育
者(児童と同居・監護・生計維持をする人)に支給さ
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3/11(木)です。
□問 子育て支援課 ☎893-6406

児童扶養手当の定例払い子育て

平日に手続きが難しい人は、この機会をご利用く
ださい。
日時　3/14(日)10:00～15:00
場所　ゆうゆうセンター1階
□問 福祉総務課 ☎893-6400

高齢者・障がい者等の
外出支援策の休日受付福祉
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業務内容　障がい児の相談支援
勤務時間　月～金曜日9:00～17:15
勤務場所　機能支援センター
　　　　　(こどもゆうゆうセンター)
対象　相談支援従事者研修を修了し、従事要件を
　満たす人
募集人数　2人
報酬　月額24万900円(別途賞与あり)
申込・□問 履歴書・修了証の写しを持参・郵送で機能
　支援センター ☎892-3077
　〒576-0034　天野が原町5-5-1
※後日面談を行います。

会計年度任用職員募集(相談支援専門員)求人

放課後に小学校校庭を開放し自由に遊べるフリー
スペース事業の安全ボランティアを募集します。
内容　参加児童の受付・安全管理
時間　主に15:00～16:30
　　　(学校・季節により変動あり)
場所　市内各小学校
□問 青少年育成課 ☎892-7721

フリースペース安全ボランティア募集教育

子どもと接することが好きな人を募集します。
募集人数　若干名
勤務場所　市内小学校児童会
※いずれも長期休業期間等は勤務時間に変更があ
　ります。
指導員(週5日)
内容　児童の見守り・安全確保・遊びの提供等
対象　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)
アルバイト指導員(週3～5日で要相談)
内容　指導員の指示のもと、主に障がいを伴う児
　童の見守り・安全確保・遊びの提供等
勤務時間　13:00～18:30のうち3時間
賃金　時給1,003円
フリー(代替)指導員(未経験・学生歓迎)
内容　指導員の指示のもと、児童の見守り・安全確
　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
申込・□問 青少年育成課 ☎892-7721
※後日面談を行います。放課後児童支援員認定資
　格研修修了者、保育士、社会福祉士、教職員免許
　法第4条に規定する免許保持者を優遇しますの
　で履歴書にご記入ください。

会計年度任用職員募集
(放課後児童会指導員および補助員)求人募集

対象　昭和56年4/2以降に生まれ、保健師の免許
　を有する人（国籍・性別不問。令和3年3月末まで
　に取得見込みの人を含む）
採用予定人数　2人程度　採用予定日　6/1（火）
試験予定日　4/18（日）
募集要項・申込書の配布
▷窓口配布：市役所本館2階　人事課
▷ホームページからダウンロード
申込　3/31（水）17:30〈必着〉までに郵送・Eメー　
　ルで人事課 〒576-8501〈住所記入不要〉
　　jinjisaiyou@city.katano.osaka.jp
□問 人事課 ☎892-0121

市職員募集（保健師）求人

採用の必要があれば、登録者の中から勤務時間な
どの条件にあった人を採用します。
業務内容　図書館業務の補助
勤務時間　土・日曜日、祝日を含む週1～2回また
　は週2～3回9:00～17:15(原則)
勤務場所　市内の図書館・室
対象　市内または近隣在住で図書館司書の資格保
　有者(取得予定者含む)
賃金　時給987円～(勤務条件により賞与あり)
登録期間　申込月から12か月目の末日
申込用紙の配布　市内図書館・室、
　　　　　　　　図書館ホームページ
申込　申込書と司書資格証明書(コピー可)を倉治
　図書館または青年の家図書室に提出
□問 倉治図書館 ☎891-1825
　青年の家図書室 ☎893-4881

会計年度任用職員登録者募集
(図書館業務補助)求人
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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・延期する可能性があります。また、催し等に参加する場合も、
事前検温、マスク着用、身体的距離確保等の配慮をお願いします。

募集

受付期間や試験日程等の詳細はお問い合わせくだ
さい。
対象　18～32歳
□問 自衛隊守口出張所 ☎06-6997-7339

自衛官候補生を随時募集求人

契約期間　4/20(火)～翌年3月末
費用　年1万円
　　　(畠山農園（小）年5,000円（中）年9,000円)
※応募多数の場合は抽選します。
※空き区画が多い農園は、複数区画応募できます。
※農園に駐車場はありません。
※水は各自ご用意ください(水路等の取水禁止)。
※果樹を育てるのは禁止です。
申込　往復はがきに、①住所②氏名③電話番号④
　希望農園(畠山農園のみ小または中)を1つだけ
　記入し、3/12(金)〈消印有効〉までにシルバー人
　材センター
　〒576-0034　天野が原町5-5-1
□問 シルバー人材センター ☎893-0430

市民農園利用者募集農業

井上農園
東 農 園
有家農園
桶田農園
畠山農園
吉岡農園
中井農園
森南農園
向井農園

私市1-4 付近
私市4-14 付近
倉治3-59
倉治2-64
郡津5-96-7 南側
寺1-16 付近
星田北3-18 東側
森南1-32
森南1-35 南側

13
3
2
4

小1・中1
2
2
17
11

募集農園 所在地 募集区画数

お知らせ

ごみ減量やリサイクル推進の参考とするため、自
治会・PTA・子ども会等の団体で行っている、古紙・
古着・アルミ缶などの集団回収の実態を把握する
調査を実施しています。
昨年の協力団体には、今年度実績の調査票を送り
ますので、引き続きご協力をお願いします。また、
新たにご協力いただける団体がありましたら、お
問い合わせください。
□問 環境総務課 ☎892-0121

資源ごみの集団回収実績調査調査

いきいきランド交野やゆうゆうセンターなどの施
設を管理する事業者を選定する委員会の委員を公
募します。
詳細は財務課ホームページをご覧ください。
対象施設　いきいきランド交野、ゆうゆうセン
　ター、地域子育て支援センター等(原則1施設に1
　委員会を設置。委員会ごとに1人の公募委員)
活動期間　4～10月(予定。会議は2～4回程度)
報酬　日額9,500円
□問 財務課 ☎892-0121または施設の担当課

指定管理者選定委員を公募委員

令和3年度に活動する要約筆記者を募集します。
登録に際し、次の実技試験を行います。
試験内容　ノートテイク・OHCロール
試験日時　3月中(試験日は個別通知)
試験会場　ゆうゆうセンター
対象　要約筆記講習会を84時間以上受講済みの人
申込　申込書(障がい福祉課で配付)に必要事項を
　記入し、3/10(水)〈必着〉までに持参・郵送で障が
　い福祉課　〒576-0034　天野が原町5-5-1
□問 障がい福祉課 ☎893-6400

令和3年度登録要約筆記者募集福祉

道具の使い方やアイデアの出し方を学び、自由な
発想で創作活動を行うクラブです。
日時　4月～翌年3月第2・4土曜日9:30～12:00
場所　星の里いわふね　創作研修室
対象　市内在住の新小学4～6年生
※申込多数の場合は抽選。定員に満たない場合は
　中学生も入会可。
費用　年6,000円、その他活動により実費
申込・□問 3/1(月)～5(金)に①氏名(ふりがな)②生年
　月日③性別④小学校名⑤学年⑥住所⑦電話番号
　を電話・Eメールで青少年育成課 ☎892-7721
　　 ikusei@city.katano.osaka.jp

交野市少年少女発明クラブ会員募集教育
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3/1(月)～7(日)、全国一斉に春の火災予防運動が展
開されます。消防本部(署)では、「その火事を　防ぐ
あなたに　金メダル」をスローガンに消防訓練の
指導、消防対象物への立入検査などを行います。
また、3/6(土)11:00～12:00、フレンドタウン交野
店、カインズ交野店で、啓発物品の配布を行います。
3つの習慣
▷寝たばこは、絶対やめる。
▷ストーブは、燃えやすいものから離れた位置で
　使用する。
▷ガスコンロなどのそばを離れるときは、必ず火
　を消す。
4つの対策
▷逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を設
　置する。
▷寝具や衣類及びカーテンからの火災を防ぐため
　に、防炎品を使用する。
▷火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器
　等を設置する。
▷お年寄りや身体の不自由な人を守るために、隣
　近所の協力体制を作る。
□問 消防本部予防課 ☎892-0012

春の全国火災予防運動消防

し尿処理手数料の口座引落日が、令和3年4月引落
分(2・3月分)より、偶数月の25日から偶数月の27
日に変わります。
みなさんのご理解・ご協力をお願いします。
□問 乙辺浄化センター ☎892-2472

し尿処理手数料口座引落日の変更環境

水道局では、「安全でおいしい水」を供給するため、
定期的に水質検査を行っています。この検査の詳
細を記した｢令和3年度水質検査計画｣を3月から
公開します。
計画は水道局ホームページや主要公共施設にある
冊子で閲覧することができます。
https://www.city.katano.osaka.jp/soshiki/suidouk/
□問 水道局浄水課 ☎893-6281

水質検査計画を公開水道

一人で悩まず専門の相談機関にご相談ください。
こころの健康相談統一ダイヤル
期間　3/1(月)9:30～31(水)17:00
　　　(期間中24時間対応)
電話番号　0570-064-556
※一部のIP電話等からは接続できません。
大阪府こころのほっとライン(新型コロナ専用)
新型コロナウイルス感染症に関する不安やストレ
スなど、こころの健康に関する相談にLINE(文字
チャット)でお応えします。
日時　毎週水・土・日曜日
　　　17:30～22:30(受付22:00まで)
※右のQRコードから友達登録
こころの健康に不安を感じたら
▷こころの電話相談 ☎06-6607-8814
　月・火・木・金曜日9:30～17:00(祝日除く)
▷四條畷保健所精神保健福祉相談 ☎878-1021
　平日9:00～17:45
□問 福祉総務課 ☎893-6400

3月は「自殺対策強化月間」です福祉
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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・延期する可能性があります。また、催し等に参加する場合も、
事前検温、マスク着用、身体的距離確保等の配慮をお願いします。

お知らせ
万博の桜2025実行委員会では、大阪・関西万博へ
の期待感や機運を高めるため、個人・法人からの寄
附を募り、その資金をもとに大阪府内を中心に
2025本の桜を植樹する取組みを進めています。
寄附は1万円単位で、寄附者のお名前を記したプ
レートを桜に取り付けていきます。
大阪・関西万博を盛り上げ、万博開催後も大阪のま
ちを彩る本プロジェクトへのご協力をよろしくお
願いいたします。
※詳細はホームページをご覧ください。

□問 万博の桜2025実行委員会事務局
　☎06-4400-8739

「万博の桜2025」プロジェクトに
寄附をお願いします寄附

万博の桜2025

昨年9～10月に行った第一中学校区の新しい学校
の名前募集にたくさんのご応募ありがとうござい
ました。応募された名前の中から、開校準備委員会
で新しい学校にふさわしい名前を慎重に話し合っ
た結果、令和7年度までに開校予定の義務教育学校
の名前として「（仮称）交野みらい学園」が選定され
ました。なお、令和4年度開校予定の小学校は「（仮
称）交野みらい小学校」になります。
新しい学校名は、今後、条例改正等の手続きを経て
正式に決定されます。
校章デザインを募集します
（仮称）交野みらい学園の校章のデザイン案を募集
します。採用された案は、（仮称）交野みらい小学校
でも同様の校章を使用します。詳細は、ホームペー
ジをご覧ください。
https://www.city.katano.osaka.jp/docs/2021012900049/
□問 まなび未来課 ☎810-8010

第一中学校区の新しい学校の名前が
選定されました教育

3月は自動車の登録手続きが集中し、特に下旬は手
続きに何時間もかかることが予想されます。
比較的空いている中旬までにお済ませください。
□問 大阪運輸支局 ☎050-5540-2058

自動車の登録手続きはお早めに申請

変更後の電話番号は次のとおりです。詳細は、四條
畷保健所のホームページをご覧ください。
企画調整課（総務） ☎878-1021（代表）
病院・診療所・施術所の届出、医療従事者免許、医療
相談等
企画調整課（企画） ☎878-1080
健康づくり・受動喫煙防止に関すること、特定給食
施設等
地域保健課（感染症） ☎878-1090
感染症（結核、HIV等）の健康相談等
地域保健課（母子・難病・地域ケア） ☎878-1042
指定難病、小児慢性特定疾病等の健康相談等
地域保健課（事務） ☎878-1042
各種医療費公費負担申請等（指定難病、小児慢性特
定疾病、肝炎、不妊治療等）
地域保健課（精神保健） ☎878-2477
こころの健康相談等
衛生課 ☎878-4480
食品衛生、環境衛生

四條畷保健所の電話番号が
ダイヤルインに変わりました保健所

「家族が肺がんや中皮腫で亡くなった」「息切れ、胸
が苦しい等の症状が出ている」という人はいませ
んか。その病気や症状は、石綿（アスベスト）が原因
かもしれません。
石綿による疾病と認定された場合、各種給付を受
けることができますので、心当たりがある人は、お
近くの労働基準監督署または労働局までご相談く
ださい。
□問 大阪労働局労災補償課 ☎06-6949-6507

石綿（アスベスト）による疾病に
心当たりがある人はご相談ください相談
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若い女性の無理なやせ過ぎやダイエットに
よる低栄養が問題になっています。バランス
の悪い食事によるダイエットは、貧血や肌荒
れ等の健康上の問題を起こすだけでなく、生
まれてくる赤ちゃんの健康にも影響を及ぼ
します。
女性らしい健康的なスタイルは、年齢や活動
量に応じた食事の必要量をバランス良くと
り、適度な運動を心がけることで作られま
す。そのために日頃から主食・主菜・副菜を組
み合わせた食事を心がけることが大切です。
毎食は難しくても、夕食にその日不足した食
品を食べるようにするなど、1日単位で調整
を心がけましょう。
□問 健康増進課 ☎893-6405

しっかり食べて
健康的な体づくりを

健康コラム

4/1（木）から、薬事関係の申請窓口が、茨木保健所生
活衛生室薬事課分室から守口保健所薬事課に変更
となります。
場所　守口市京阪本通2-5-5（守口市役所8階）
□問 茨木保健所生活衛生室薬事課分室
　（四條畷保健所内） 
　☎878-4482（3/31（水）まで）

4月から、北河内圏域の薬事関係申請
窓口が変わります保健所

依存症とは、アルコールや薬物、ギャンブル等、特定
の物質や行為・過程に対して「やめたくてもやめられ
ない状態」になることです。意志や性格の問題ではな
く、誰でも依存症になる可能性があり、一度依存症に
なると、自分でコントロールすることは困難です。
本人一人の力では難しいことですが、依存症から回
復することはできます。専門の精神科医療機関で治
療を受けたり、自助グループ等のさまざまな助けを
借りたりしながらやめ続けることで「飲酒や薬物使
用、ギャンブル等に頼らない生き方」をしていくこと
が可能です。本人や家族だけで抱え込まず、早めにご
相談ください。
相談先・□問 四條畷保健所精神保健福祉チーム
　　　　 ☎878-2477

依存症に困っていませんか？健康

▷肝炎検査
※新型コロナ対策のため当面の間休止。
▷骨髄ドナー登録(無料･予約制)
日時　第1・3月曜日9:30
▷結核・指定難病・小児慢性特定疾病等の相談（随
　時、予約制）
▷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・3月曜日9:30～10:15
※新型コロナ対策のため変更の可能性あり。
▷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
▷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
▷飲料水（井戸水）等の検査（有料）・検便(腸内細菌)
　（有料）・ぎょう虫卵検査（有料・予約制）
日時　3/2・16（火）9:30～11:30
□問 ▷肝炎、骨髄ドナー、指定難病等（母子・難病）
　☎878-1042
　▷HIV、結核等（感染症） ☎878-1090
　▷こころの健康相談（精神） ☎878-2477
　▷医療相談（総務） ☎878-1021
　▷飲料水等の検査　茨木保健所検査課
　☎072-620-6706
※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 

保健所だより保健所
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信子 育 て 通 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。

●星田地域子育て支援センター　☎860-7193　星田こども園内
2部制。予約優先・人数制限あり。前日～当日受付。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休み。お部屋の開放 月～金曜日

①9:00～11:00②13:00～15:00

「食事と生活リズム」。先着5組。〈要申込〉3/1(月)～3/11(木)10:00～11:00子育て講座

●交野市立地域子育て支援センター　☎810-8270

〈要申込〉3/22(月)9:30～

2部制。予約優先・人数制限あり。前日～当日受付。水曜日の
み1歳6か月まで。

月～金曜日
Ⓐ10:00～12:00Ⓑ14:30～16:30遊戯室・お庭の開放

こりす組

うさぎ組

こあら組

らいおん組

4/14(水)10:00～11:00

4/13(火)10:00～10:45

4/15(木)10:00～10:45

4/12(月)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～

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。子どもの入室はできません。〈要申
込〉3/1(月)9:30～

3/17(水)10:00～11:30マタニティヨガ

育児相談会

わ
く
わ
く
ラ
ン
ド

赤ちゃんと一緒に骨盤ケア。6～12か月。
〈要申込〉3/1(月)9:30～3/22(月)10:30～11:30子育て講座

親子ヨガ。1歳6か月。〈要申込〉3/1(月)9:30～3/8(月)10:00～10:30

トイレットトレーニング。1歳～。
〈要申込〉3/1(月)9:30～3/11(木)10:30～11:30

たまて箱

●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。
火～土曜日①10:00～11:30
②13:00～14:30
③15:00～16:30

3部制。予約優先・人数制限あり。前日～当日受付。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。

お部屋の開放

3/4(木)10:30～おしゃべり会

へんしんカード。定員各4組。3/25(木)①②③部開催つくってあそぼ
スタッフから感謝を込めて。何があるかな。お楽しみに。
定員各4組。

我が家の防災対策。定員各4組。

3/16(火)～31(水)
①②③部開催ありがとうの日

●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 水・金・土曜日
①10:00～12:00②14:00～16:00

3/19(金)11:00～

2部制。予約優先・人数制限あり。前日～当日受付。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。

ケーキを作ろう。〈要申込〉前日または当日。

〈要申込〉前日または当日。

〈要申込〉前日または当日。

栄養士さんに
聞いてみよう 3/12(金)11:00～

パペットシアター 3/24(水)・26(金)・27(土)
①11:00～②15:00～

卒つどい式・
パネルシアター
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●病児保育　交野病院　☎891-0331　※受入れ基準は、交野病院ホームページをご覧ください。
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

●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。

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。

〈園庭〉3/9(火)9:30～11:00
〈室内〉3/4(木)9:30～11:00

あさひ認定こども園
☎892-0206

〈園庭〉3/9(火)9:30～11:00
〈室内〉3/4(木)9:30～11:00

くらやま認定こども園
☎892-8433

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・室内〉
3/10(水)10:50～11:40

開智幼稚園
☎892-3488

2020年11/11～12/10生まれの乳児に医療機関で受診できる受
診券をお送りします。

持ち物：母子健康手帳
対象者に案内を送ります。1歳6か月児健診は1歳7～8か月前後、3
歳6か月児健診は3歳7か月前後に送付予定です。

●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

1歳6か月児健診

3歳6か月児健診

新型コロナウイルス感染防止対策のため、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

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
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児
童
書

鉄道
(はっけんずかんプラスシリーズ) 一

般
書

かこさとし　福音館書店

ほら　そっくり　
っしょに読んで  赤ちゃんの絵本

「にょっきり　ぴょこぴょこ　ふたつの　おみみ　ママの　おみみに　にてるんだ」とうさ
ぎの子ども。次のページでは、「そっくり　そっくり　ほら　そっくり」と親子で登場します。
いろいろな動物が親子そっくりで、うれしくなる絵本です。リズミカルな文章は読みやすく、
絵は明るい色づかいで描かれている赤ちゃん絵本です。
この作者の作品は、他にも「うしろにいるのだあれ」シリーズなどがあります。

い

BOOK COOK&今月のおすすめ本
BOOK

accototo ふくだとしお+あきこ　さく･え

祝日開館(室)のお知らせ　倉治図書館･青年の家図書室は3/20の祝日を開館(室)します｡開館時間は午前10時～午後5時です｡
どうぞご利用ください｡

高橋 秀実　ポプラ社

1964年と2020年くらべて楽しむ地図帳
松井 秀郎　山川出版社

コロナと潜水服
奥田 英朗　光文社

人類はふたたび月を目指す

定年入門

春山 純一　光文社

元彼の遺言状

新川 帆立　宝島社

じい散歩

藤野 千夜　双葉社

くもとり山の
イノシシびょういん

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

しんかわほたて ふ じ の ち や

感染症ってなんだろう？知っておきたい基礎知識

学研プラス

へのへのもへじのおともだち
宮下 すずか　くもん出版
みやした お く だ ひ で お

ア ッ コ ト ト

渋沢栄一伝
小前 亮　小峰書店

ながれぼし
武田 康男　岩崎書店　

材料（４人分）

❶フライパンに油を熱し、豚肉を炒める。
❷たまねぎ、にんじん、たけのこを❶に加えて、炒める。
❸キャベツとちくわを加えて、さらに炒める。
❹水と調味料で味付けしたら、でんぷんでとろみをつける。
❺最後に青ねぎを加えて、できあがり。

お家で作ろう学校給食メニュー
COOK

準　備

作
り
方

1. たまねぎはくし形切り、にんじんはいちょう切り、たけのこは薄切りにする。
2. キャベツは一口大に切り、ちくわは輪切り、青ねぎは小口切りにする。

・豚肉・・・・・・・・・・・
・たまねぎ・・・・・・・
・にんじん・・・・・・・・
・たけのこ水煮・・・
・キャベツ・・・・・・・
・ちくわ・・・・・・・・・
・青ねぎ・・・・・・・・・

200㌘
280㌘
40㌘
120㌘
320㌘
120㌘
40㌘

・酒・・・・・・・・・・・
・かき油・・・・・・・
・淡口しょうゆ・・・
・こしょう・・・・・・・・・・・
・塩・・・・・・・・・・・・・・・・・
・油・・・・・・・・・・・・・・・・・
・水・・・・・・・・・・・・・・・
・でんぷん・・・・・・・・

大さじ1/2
大さじ1/2
大さじ1と1/2

少々
少々
適量

120cc
大さじ1

「八宝菜」

岡田 晴恵　岩崎書店

こまえりょう

た け だ や す お

お か だ は る え はるやまじゅんいち

ま つ い ひ で お

たかはしひでみね
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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

ちょっと聞いて！消費期限切れの小麦粉を袋に入れて捨てたら、パッカー車の
中で袋が破裂してその辺一帯小麦粉まみれになったのよ。

申し訳ないからがんばって掃除したの。もうあんなことこりごりだわ。

え～！掃除するの大変じゃない？

そんな時は、ひと工夫して捨てましょう
小麦粉等の粉や灰、シュレッダーごみ等の細かいごみは、収集時にごみ袋が破裂して飛び散ることがあります。そうならない
よう水を含ませてから出すと、ごみ袋が破裂しても飛び散りません。また、入れる前にできるだけ袋の空気を抜いてから出す
のも効果的です。

2年に渡り､みなさんにごみの捨て方を紹介
してきましたこのコーナーも、今回が最終回
です。長期のご愛読ありがとうございました。
また､下表のごみ収集日も今回で最終です｡今
後は､今月号に折り込みしている｢家庭ごみの
分け方･出し方｣をご活用ください｡

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

※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。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。
※「収集曜日についてのお知らせ」の案内を配布している地域にお住まいの人は、案内内容のとおり排出してください。

最終回
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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

ハナノキ

※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。

サンシュユ

ヤマブキ キクバオウレン

大阪市立大学理学部附属植物園（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歳以上の交野市民は「植物園メイト」に登録すると入園料が無料になります。

こぼれ話

●山間湿地に生えるムクロ
ジ科の落葉高木
●葉が出る前に真紅色の花
が咲く
●日本固有種で､環境省
レッドリスト(絶滅危惧
種)Ⅱ類に分類

●中国原産の落葉小高木
●葉に先立って黄色の小さ
な花が密集して咲く
●早春に黄金色の花を木
いっぱいに咲かせること
から「ハルコガネバナ」と
も呼ばれる

●山地の谷川沿い等に生え
る落葉低木
●直径3～5cmの鮮やかな
黄色い花を咲かせる
●漢字は「山吹」だが、古く
はしなやかな枝が風にゆ
れる様子から「山振」の字
が充てられた

●山地樹林下の湿った場所
に生える多年生草本
●直径1cmほどの白い花
を咲かせる
●根・茎は古くから胃腸薬
として有名で、各地でさ
かんに栽培されている

3月

3月 4月

3月

3月

植物園の楽しみ方の中に、五感を使って名前を覚
える楽しみ方があります。
①視覚　葉の形や付き方等、目で見分けます。
　（例：モチノキ科は互生、モクセイ科は対生など）
②聴覚　葉のこすれる音等を、耳で聞き分けます。
　（例：ヤマナラシは、そよ風でも音を立てます）
③嗅覚　匂い・香りを、鼻で嗅ぎ分けます。
　（例：クスノキは防虫剤（樟脳）の匂いがします）
④味覚　少し知識が必要ですが、噛んでみて味で
　確かめます。
　（例：モチノキ科の植物は苦味があります）
⑤触覚　葉を触って毛があるか無いか等、手で違
　いを確かめます。
　（例：ムラサキシキブとヤブムラサキなど）
春から初夏にかけては、いろいろな花・芽吹きが進
みます。園内の様子が目まぐるしく変わりますの
で、週に1～2回は来園して、季節の移り変わりを
お楽しみください。

←【対生】
葉が同じ所から生える

【互生】→
葉が互い違いの
所から生える

防虫剤の匂いがする
クスノキ科のイヌガシ
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山添家住宅 北田家住宅長屋門

星ノ町
レジェンド

数百年受け継がれている

山添家・北田家
やまぞえ きただ

□問 社会教育課文化財係 ☎893-8111

　現在交野市には､山添家住宅･北田家住宅の
二つの国指定重要文化財建造物があります｡
　昔､山添家は南伊勢の領主でしたが､織田信
長との戦いに敗れ交野に移り住んだと言われ
ています。その後､江戸時代に寺村の庄屋を務
めた山添九左衛門平精は現存する山添家住宅
を建てました｡現在も北河内の庄屋建築の様式
が良好に残っており､全国でも数少ない茅葺屋
根が特徴です｡また､建築時の板札が残ってお
り、宝永2年(1705年)に建てられたことがわ
かっています｡江戸時代の建造物で建築年代が
はっきりしているものは少なく､貴重な建築遺
産となっています｡
　また､庄屋とは農民の代表として村を治めた
人のことで､山添家は代々寺村の庄屋を務め､
運営を担ってきました｡村人に慕われており､
善政だと喜ばれたという逸話も伝わっていま
す｡
　北田家は､南北朝時代に活躍した北畠顕家の
子孫だと伝わっており､｢北畠｣の字から白を取
って北田と名乗るようになったと言われてい
ます｡元和5年(1619年)に､私部を代表する豪
農として庄屋を務め､宝永5年(1708年)から畠
山家の領主の代理として村を管理する重要な
役職である代官として任命されました｡

　北田家の主屋の建築年代は､代官職についた
18世紀前半ごろで､立派な屋敷が建てられまし
た｡表門は乗馬したまま中に入ることができる
よう高く作られ､使用人の住居､作業場､蔵など
が付属した｢長屋門｣という構造になっていま
す｡その長さは約56ｍもあり､日本一の長さを
誇ることで広く知られています｡
　江戸時代の庄屋･代官の屋敷の姿をとどめる
二つの住宅は､交野を代表する貴重な文化財と
なっています｡住宅を代々護り伝えてきた山添
家と北田家の人々も交野のレジェンドといえ
るでしょう｡なお､北田家住宅は年2回程度一般
公開していますので､ぜひご参加ください｡
　本コーナーは今月を持ちまして最終回とな
ります｡最後まで読んでいただき､ありがとう
ございました｡

お だ の ぶ

てらむら

ながやもん

きたばたけあきいえ

や ま ぞ え く ざ え も ん へ い せ い

なが

山添九左衛門平精 肖像
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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。

5月号の締め切りは3/31(水) 新型コロナウイルス対策のため、催し等の開催を中止・延期する可能性が
あります。また、催し等に参加する場合も、事前検温、マスク着用、身体的距
離確保等の配慮をお願いします。

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

交野市テニス協会(硬式)会員募集
日曜・木曜9:00～11:00にテニス
教室も行っています。金曜以外。私
部公園テニスコート。中学生以上
対象。入会1,000円。年1万2,000
円。
□問 山際 ☎090-9880-2249

やまぎわ

交野市卓球連盟会員募集
毎週水曜9:30～13:00、土または
日曜13:00～17:00。日時等変更
の場合あり。いきいきランド交野。
入会1,000円。一般年1万4,000
円、小中高大学生年3,000円。
□問 近藤 ☎893-1387

こんどう

サッカーの小・中学生募集
3/21(日)10:00から私部管理棟で
入部説明会開催。①日曜9:00～
②日曜と平日2回。私部公園・二中・
旭小。幼稚園児以上対象。入会2,000
円。①月1,500円②月3,000円。
□問 近田 ☎080-5330-1367

ちかだ

交野地元の応援券を
販売します

1,000円で1,500円分使えるお得な
商品券です。購入は1人1セットまで。
販売期間　3/14（日）から売り切れ
　まで
販売場所　3/14（日）開催の交野い
　きいきマルシェ（13㌻参照）
　星田お茶のかをり園、飯田寝装店
※15日以降はHP参照。
使用期間　3/15（月）～28（日）
※詳細は商業連合会ホームページ
　をご覧ください。
　https://katano-shoren.com/

□問 交野市商業連合会 
　 ☎090-9883-1144

交野市剣道連盟会員募集
交野市剣道連盟ホームページもご
覧ください。旭小・郡津小・岩船小・
倉治小・妙見坂小・武道館。詳細は
事務局。
□問 石倉 ☎892-0219

いしくら

今年度の表彰を受けた老人クラブの関係者が、黒田市長に受
賞の報告をしました。
[全国老人クラブ連合会会長表彰優良老人クラブ]
　幾野星友クラブ
[全国老人クラブ連合会令和２年度活動賞]
　倉治シニアクラブさんゆう会
[会員の加入促進にかかる大阪府老人クラブ連合会会長表彰]
　倉治シニアクラブさんゆう会、星田山手熟年会
[大阪府老人クラブ連合会会長感謝状贈呈者]
　太田義弘さん（天野が原町星友クラブ）

日々の活発な活動で受賞
市内の老人クラブが表敬訪問

12
18

星田地域を中心に農業を営む堀田清昭さんが、都市農業を生かし
た少量多品目型の農業経営と地域振興の取組みが認められ、令
和2年度大阪府農業生産・経営高度化優秀農業者等選賞事業で
知事表彰を受賞しました。

星田の堀田さんが優秀農業者として表彰受賞
大阪府知事表彰

ほったきよあき

いけばたむつお

あおやままさひろ

おおたよしひろ

ひがしばやしおさむ

※写真右から、池端睦夫さん（星田山手熟年会）
　青山雅宏さん（倉治シニアクラブさんゆう会）
　太田義弘さん（天野が原町星友クラブ）
　東林修さん（幾野星友クラブ）
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カリスゆったりストレッチ体操
免疫力アップ姿勢矯正体操。持ち
物バスタオル。毎週月曜10:30～、
いきいきランド交野。木曜14:00
～、青年の家。金曜9:20～と10:30
～、交野会館。各1時間。1回500円
（体験無料）。
□問 ペレイラ美起
　 ☎090-9612-2154

みき

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。3/10(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

あしたへ！
発達障がい等気になる人お話しし
ませんか。3/11(木)10:00～12:00。
いきいきランド交野。発達障がい
児等の保護者対象。100円。
□問 中野 ☎891-9040

なかの

童謡を歌って元気アップしよう
楽譜が読めなくても大丈夫。歌っ
てリフレッシュ。3/22(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

交野市茶華道協会ロビー展
「家庭に花を」をテーマで生けま
す。3/26(金)～28(日)9:30～16:30
（最終日は15:30まで）。青年の家
ロビー。無料。
□問 矢寺 ☎895-5955

やてら

ありがとう笑いヨガ交野
笑って免疫力アップ健康寿命を伸
ばしましょう。3/14(日)13:30～
16:30。ゆうゆうセンター。500
円。
□問 藤谷 ☎090-3038-5085

ふじたに

カウンセラー入門講座・説明会
3/15(月)10:30～12:00。ラポール
ひらかた。18歳以上対象。定員15
人。無料。
□問 京阪総合カウンセリング交野
　  支所 ☎814-7140

交野市長杯争奪
テニス大会

日時　4/4(日)〈予備日4/11(日)〉
場所　私部公園テニスコート
種目　一般男子・女子ダブルス、
　45歳男子・女子ダブルス、55
　歳男子・女子ダブルス、ミッ
　クスダブルス
対象　市内在住・在勤・在学者、
　　　協会会員
※大会の成績上位者(学生除く)
　は、令和3年大阪府知事杯、北
　大阪大会ダブルスの出場資
　格取得可。
費用　1組2,000円
申込　3/25(木)までに青年の家
　　　☎892-7721
□問 長崎 ☎090-9869-0058

ながさき
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作　泉  麗香
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動画は「かたのスイッチ」公式
YouTubeチャンネルで

今月で最終回となる｢交野空撮｣｡最後を飾
るのは市内で一番人気の観光スポット｢星
のブランコ｣です｡電線等もなく､ドローン
で壮大な自然の中を縦横無尽に撮影でき
たことは､ドローン操縦者冥利に尽きます｡
右は星のブランコをすぐ下から見上げた
ものです｡なかなか見れない橋の裏側を撮
影した貴重な1枚ではないでしょうか｡
動画(下のQR)の撮影にも熱が入っていま
すのでぜひご覧ください｡

星のブランコ（ほしだ園地）

交野空撮

https://youtu.be/07UW6ps997E
※ほしだ園地でのドローン撮影は禁止されています。
　今回は特別な許可を得て撮影しています。
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