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　64～ 12歳の人に対し、7月14日に接種券を発送しました。これにより、新型コロナワクチンの接種対象者全員に
接種券を発送することができました。接種の予約については、受付を円滑に進めるため、年齢ごとに段階的に開始し
ます。
※�令和3年9/1以降に12歳の誕生日を迎える人へは、誕生月の前月に接種券を発送します。接種は誕生日の前日から
受けることができます。1回目接種の予約は接種日の2週間前から可能です。

すでに予約・接種が開始されている対象者
　次に該当する人は、すでに予約・接種が始まっています。接種を希望する人は、予約の空き状況をご確認の上、接種
予約をしてください。
▶高齢者（65歳以上）� 	 ▶基礎疾患を有する人（要申請）	 	 ▶高齢者施設等で従事する人（要申請）	
▶市内小中学校・保育所等の従事者（市独自）� ▶ケアマネジャー・ヘルパー・デイサービス従業者等（市独自）
▶64～ 60歳（S32.4.2 ～ S37.4.1生まれ）� ▶15 ～ 12歳（H18.4.2 ～ H21.8.31生まれ。12歳は上記※参照）

これから予約・接種が開始される対象者
年齢区分 予約開始日時 コールセンター限定日

59～ 56歳
18～ 16歳

（S37.4.2 ～ S41.4.1生まれ）
（H15.4.2 ～ H18.4.1生まれ） 8/��3㈫�9:00 ～ 8/��4㈬�9:00 ～ 18:00

55 ～ 50歳（S41.4.2 ～ S47.4.1生まれ） 8/17㈫�9:00 ～ 8/18㈬�9:00 ～ 18:00
49 ～ 44歳（S47.4.2 ～ S53.4.1生まれ） 8/31㈫�9:00 ～ 9/��1㈬�9:00 ～ 18:00
43 ～ 37歳（S53.4.2 ～ S60.4.1生まれ） 9/14㈫�9:00 ～ 9/15㈬�9:00 ～ 18:00
36 ～ 29歳（S60.4.2 ～ H 5.4.1生まれ） 9/28㈫�9:00 ～ �9/29㈬�9:00 ～ 18:00
28 ～ 19歳（H 5.4.2 ～ H15.4.1生まれ） 10/12㈫�9:00 ～ 10/13㈬�9:00 ～ 18:00

※コールセンター限定日の9:00 ～ 18:00は、予約サイトの利用はできません。
※予約枠に空きがあるときは、次の対象年齢の予約開始を早める場合があります。詳細は市ホームページでお知らせします。

新型コロナワクチン接種に関するお知らせ
※7月15日現在の情報です。今後、国の動向等により変更になる可能性があります。

16歳未満は、原則保護者の同伴が必要です　※「新型コロナワクチン接種のお知らせ」の一部内容訂正
　16歳未満の人がワクチン接種を受ける場合、接種券に同封している「新型コロナワクチン接種のお知らせ」の
1㌻には「同封の予診票上の保護者自署欄に保護者の署名を受けて接種を受けられるときは、保護者の同伴は不
要です。」と記載していますが、接種後の急な体調変化等に備えるため、保護者の同伴をお願いしていますのでご
理解ください。なお、やむを得ず保護者の同伴が難しい場合は、事前に新型コロナウイルスワクチン接種対策室ま
でご相談ください。
　3㌻に記載の「当日の持ち物」に加え、接種記録を記載しますので、できるだけ母子健康手帳をご持参ください。

個別接種医療機関一覧
医療機関名 所在地 医療機関名 所在地

大山医院 森北1-22-6（2F） 寺嶋·塚田こどもクリニック 天野が原町5-14-2
おがわクリニック（★） 私部西2-6-1 西本内科医院 藤が尾3-16-2
おざき内科クリニック 幾野4-16-35 野村医院 倉治3-50-1
交野病院 松塚39-1 はと産婦人科 藤が尾4-3-16
きただ整形外科リウマチクリニック私部3-9-17 ひびきクリニック 森北1-22-6（4F）
清田医院 星田西3-12-1 藤の街クリニック 藤が尾4-3-15
けんあいクリニック 私部西1-18-1 宝田クリニック 私部8-3-5
こさか内科クリニック（★） 郡津4-39-13 星田南病院 藤が尾3-5-1
小林診療所 星田5-17-27 松吉医院 天野が原町2-29-3
さくらクリニック 幾野1-29-8 みやそう耳鼻咽喉科 私部西1-33-25（2F）
多々内科クリニック 森南1-9-5 山添医院 私部1-16-13
田中診療所（★） 私部7-48-3 山本整形外科 森北1-37-6
※★印の医療機関はかかりつけ医療機関における予約受付も行っています。診察時にご相談ください。
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予約に関する情報
①�1回目の接種予約は、各年齢区分の予約開始日に、そ
の年齢区分の全ての接種希望者が、2週間で予約可
能な予約枠（集団接種・個別接種）を設けています。

②�2回目接種の予約は、望ましい接種間隔（3週間）で接
種ができるよう、1回目接種以降7日間（日・祝含む）
の優先期間を設けています。この期間を過ぎると優
先枠がなくなり、2回目接種の予約が取りにくくな
ることがあります。

③�11月末までに接種希望者全員が接種できるだけの
接種枠を設けていきますので、落ち着いた対応をお
願いします。

④接種日当日の予約はできません。

⑤�できるだけ予約サイトでの予約をお願いします。
　�ゆうゆうセンター 1階の予約サポートコーナーで予約のサポートを行っています。日時等は市ホームページでご確
認ください。コールセンターでの予約は、電話が集中してつながりにくくなることがあります。

⑥�ご自身の年齢区分による予約開始日より前に基礎疾患等により優先的に接種を受けることを希望する人は、別途
申請が必要となります。詳細はホームページをご確認ください。

⑦複数の予約はできません。複数回予約した場合は、一番最後に予約した予約日のみが有効となります。

⑧�7/14発送の接種券は、自衛隊大阪大規模接種センターや大阪府コロナワクチン接種センターでの大規模接種・職
域接種でも利用できます。詳細は、市ホームページをご確認ください。

※�豪雨や台風等で集団接種（ゆうゆうセンターで接種）を中止することがありますので、市ホームページまたはコー
ルセンターでご確認ください。代替日は別途お知らせします。
　（コールセンター：0120-052-517　フリーダイヤル）　（交野市新型コロナワクチン接種対策室☎893-2111）

交野市でのワクチン接種に関する情報やお問い合わせ
交野市ホームページ

聴覚障がい者専用相談窓口（FAX）　口FAX�050-3457-4766

交野市新型コロナワクチンコールセンター
　☎0120-052-517（日・祝を除く9:00 ～ 18:00）
　〉口yoyaku@katanocity.jp

交野市新型コロナワクチン接種対策室☎893-2111

交野市　コロナワクチン

国からのワクチン供給について
　一部の自治体でワクチンの供給不足により、接種予約の取り消しや新規予約の一時休止などの状況が
見られますが、交野市では、現時点ではそのような状況にはなっておりません。
　引き続き、市民のみなさんが円滑に接種できるよう進めていきますが、万が一、国からのワクチン供給
が遅延・停止となった場合は、接種スケジュールを変更する可能性がありますので、ご理解・ご協力をお願
いします。

例1回目予約
　8/3㈫9:00から
　8/4㈬～ 8/17㈫の期間の
　予約ができます。
　（8/17㈫分の予約開始）

例2回目予約
　8/4㈬に
　1回目の接種をした場合、
　�3週間後の8/25㈬以降の
予約ができます。
　�原則、1回目と同じ曜日
　を予約してください。
　�（8/4㈬～ 10㈫が優先的
に予約できます）

8 月
日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

8 月
日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

ワクチンパスポートの交付申請受付が始まりました
　海外渡航の予定のある人を対象に、新型コロナワクチンを接種したことを証明する「新型コロナウイル
スワクチン接種証明書」（通称：ワクチンパスポート）の交付申請受付が、7/26から始まっています。申請
についての詳細は、ホームページをご確認ください。
対象　交野市発行の接種券で新型コロナワクチンを接種した人　　発行手数料　当面の間、無料
申請窓口　市役所本館1階市民課（土・日曜日、祝日を除く）
▶当面は紙の証明書を発行します。
▶証明書は申請後、郵送します。即日の発行はできませんのでご了承ください。
制度に関するお問い合わせ　厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター☎0120-761-770
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2025年には、全国の
65歳以上の高齢者の
うち認知症の人は、約
700万人（5人に1人）
に増加すると予測さ
れています。

まずはセルフチェック

1つでも
当てはまったら、

要注意!
頭の健康づくりに
役立つ生活習慣を

取り入れましょう。

今何をしようとしていたか分からなくなる 
ことがしばしばある

曜日や時間が分からなくなることがある

疑い深くなったり、怒りっぽくなったりする 
など性格変化がみられる

少し複雑な話の理解が難しくなる

長年の趣味をやめるなど意欲の低下がある

65歳以上の5人に1人が認知症に
　市の65歳以上の人口は、令和3年度5月時点21,848人で、
全人口に占める割合は28.2%（約4人に1人が65歳以上）とな
っており、超高齢社会の真っただ中に突入しています（人口の
うち高齢者の占める割合が21%を超えていると超高齢社会）。
　「団塊の世代」が75歳になる2025年には、全国の65歳以
上の高齢者のうち認知症の人は、約700万人（5人に1人）に
増加すると予測されています。
　市でも65歳以上の高齢者数の約5人に1人が認知症にな
ると推測されています。

40代からの認知機能チェックが有効
　脳の病気である認知症は、前段階として、日常生活にはそれほど支障がない程度の認知機能低下がみられる
「軽度認知障害（MCI）」という状態があり、放置すると将来、高い確率で認知症を発症することが分かっています。
　一方、40歳を過ぎると認知機能低下のリスク要因として挙げられる生活習慣病や脳卒中に罹

り
患
かん
しやすいこ

とから、40歳代からの認知機能チェックは有効です。特に、アルツハイマー型認知症では、発症する約20年前
から原因物質が脳にたまり始めるといわれているため、元気な時からの対策が重要です。
　脳の機能低下を防ぐために、今現在の頭の健康状態を知り、頭の健康づくりにつながる生活習慣を続けて
いきましょう。

5人に
1人

推計値

平成30年
（2018年）

令和元年
（2019年）

令和 2年
（2020年）

令和 3年
（2021年）

令和 4年
（2022年）

令和 5年
（2023年）

令和 6年
（2024年）

令和 7年
（2025年）

（人）
100,000

80,000

60,000

40,000

20,000

0

75 歳以上

15-64 歳

0-14 歳

65-74 歳

出典：交野市高齢者保健福祉計画及び第 8期介護保険事業計画

77,864
10,487

10,868

46,279

10,230

77,609
11,155

10,396

46,015

10,043

77,672
11,558

10,230

45,907

9,977

77,492
11,819

10,077

45,718

9,878

77,274
12,483

9,434

45,596

9,761

76,997
13,064

8,877

45,435

9,621

76,663
13,570

8,416

45,171

9,506

76,303
13,909

8,104

44,928

9,362

　　から始める
　の　　づくり

40歳
頭 健康

万が一じゃなく

五分の一?!

認知症
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「頭の元気度チェック」を活用しよう

市では、市民のみなさんが認知機能をチェックできる事業を今年度から始めています。
電話とスタッフとの対面で行う２つの方法があります。

オペレーターと電話で対話を行い、単語を
覚えたり、思い出したり、選んだりする問題
に答えてもらいます。

対象　40歳以上　
定員　各500人（定員になり次第、受付終了）
申込　��第1期：9/30㈭まで�

第2期：10/4㈪～令和４年2/28㈪

タッチパネル型の検査機器を用いて、単語
を覚えたり思い出したり、日にちや図形の
認識を確認します。

対象　65歳以上
※�8月は23日㈪に開催します。詳細は、16
㌻「頭の元気度チェック」をご覧ください。

＜受検の流れ＞
申し込み
メール(kaigo@city.katano.osaka.jp)で件
名に「頭の健康チェック申し込み」、本文に電
話番号、住所、氏名、年齢を記入して送信。また
は、高齢介護課に電話（☎893-6409直通）。

受検証書をお届け
市役所から、受検番号を記載した「受検証書」
を郵送します。

専用コールセンターに電話 
（携帯電話からでもOK）
「受検証書」に書かれたフリーダイヤルに電
話。オペレーターの指示に従い、チェックを受
けます。チェック時間はおおむね10分です。

結果をお届け
受検結果と、頭の健康維持のためのお役立ち
情報を市役所から郵送します。

＜受検の流れ＞
申し込み
高齢介護課に電話（☎893-6400ゆうゆうセ
ンター代表）。来庁時間を伝えます。

ゆうゆうセンターに来庁
1階（審査会室）にお越しください。

チェックを実施
検査機器から流れる音声ガイドに従ってチェ
ックを受けます。チェック時間はおおむね5
分です。

結果を通知
検査結果をその
場で渡します。ス
タッフが結果説
明と頭の健康づ
くりのためのア
ドバイスを行い
ます。

電話 対面
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脳の活性化トレーニング

出来事記憶トレーニング
体験したことを記憶し、時間を
おいても思い出すことのでき
る訓練。
●�家計簿をつけるときにレシ
ートなしで買ったものを思
い出す
●２日遅れの日記をつける
●�前日の献立を思い出して記
録する

注意分割機能トレーニング
２つ以上の作業を同時にする
とき、それぞれに気を配り、進
めていける機能の訓練。
●�同時に数種類の料理を作る
●�メモを取りながら電話をす
る
●�時間目標などを定めて、仕
事や計算をする

計画力トレーニング
新しいことをするときに、段取
りや手順を考え、それを実行
できる機能の訓練。
●�買い物に行くときに、効率の
よい手順や道順を考える
●旅行の計画を立てる
●�１週間の予定を立て、その準
備をする

※�パンフレット「毎日実践!認知症を防ぐ生活習慣」を8
月号広報にあわせて配布します。ぜひご覧ください。

積極的に体を
動かしましょう
ウオーキングや水泳、サイクリングなどの
有酸素運動をできれば週５回、30分以上
行いましょう（10分以上を３回に分けても
よいです）。市内の集会所等で行われている
「元気アップ体操」もおすすめです。

意欲的に毎日を 
過ごしましょう
頭を使ったゲーム（将棋や囲碁、マージャ
ン等）、プランを練る活動（料理、旅行、園芸
等）、家事（買い物、料理、洗濯等）、人との交
流（趣味、ボランティア、地域の通いの場
等）は、頭の健康に役立つことが分かってい
ます。活動的な生活を心掛けて頭や体をリ
フレッシュさせましょう。

生活習慣病を 
予防しましょう

特に高血圧や糖尿病、脂質異常症などは頭
の健康に悪影響を及ぼすリスクがありま
す。かかりつけ医のアドバイスを守り、薬の
飲み忘れがないようにしましょう。

バランスの良い食事を
心がけましょう
緑黄色野菜や青背の魚、ビタミンCやEを多
く含む食べ物は、頭の健康にも効果がある
といわれています。また、脱水症状にならな
いようこまめな水分補給やよく噛

か
んで食べ

ることで脳の血流を増やし頭の刺激にもな
ります。

コツコツが認知症を防ぐコツ!

生活習慣＆脳トレで頭を元気に

もの忘れ、認知症を防ぐ！
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❶❷ 問�高齢介護課�☎893-6400�　　❸❹❺ 問�交野市地域包括支援センター�☎893-6426

認知症の人が安心して暮らせるまちづくり

❶交野市徘徊高齢者等SOSネットワーク事業
徘
はい
徊
かい
のために行方が分からなくなった人をできるだけ

早く発見できるように、関係機関にFAXやメールで捜
索の協力を依頼するシステムです。事前登録が必要です。
対象　�65歳以上の市民、65歳未満の障がい者手帳所持

者など

➋認知症高齢者見守りQRコードシール交付事業
徘徊する可能性のある高齢者が外出し行方不明とな

ったとき、または警察等の関係機関で保護されたとき、
早期の安全確保や身元の判明につながるために、スマー
トフォン等で読み取ると交野市の連絡先等が表示され
るQRコードシールを交付します。
　また、この事業の利用者は、日常生活における偶然的
な事故により、法律上の損害賠償責任を負った場合に保
険金が支払われる、賠償責任保険に加入できます。
対象　�認知症などにより徘徊する可能性がある、おおむ

ね65歳以上の人
費用　無料
※❶・❷は同時の申し込みをおすすめしています。　

➌認知症サポーターの養成・登録
認知症に対する正しい知識と理解

を持ち、地域で認知症の人やその家
族に対してできる範囲で手助けする
人を養成し、実際に認知症の人の支
援活動を行ってくれる人たちの登録
制度を設けています。認知症につい
て学びたい、認知症の人のお手伝い
がしたい人は出前講座をお申し込み
ください。

❹交野市認知症サポーターステッカー交付事業
各職種ごとのプログラムを取り入れた認知症サポー

ター講座を受講された事業所等を対象にステッカーを
交付します。ステッカーを張ることで、認知症の人に理

解のある施設、お店等であ
ることを市民に知ってもら
い、認知症の人やその家族
に安心して利用してもらう
ことを目的としています。

❺認知症カフェ
認知症の人やその家族、地

域の人、医療や介護の専門職
が気軽に集い、情報交換や相談ができる「交流の場」です。
※�日程の変更や中止の可能性もあるため、事前にお問い
合わせください。

交流カフェつどいの丘
日時　毎月第3土曜日14:00～15:30
場所　ケアハウスきんもくせい（南星台2-5-15）
費用　100円
問�ケアハウスきんもくせい�☎895-2468

オレンジカフェ
日時　不定期開催
場所　ニチイケアセンター幾野（幾野2-29-10）
費用　200円
問�ニチイケアセンター幾野�☎810-4485

オレンジサロン
日時　10/24㈰、12/26㈰、令和4年2/27㈰
場所　星田山手自治会館（星田山手2-12-2）
費用　100円

認知症はだれもがなりうるものです。市では認知症の人が安心して地域で暮らしていけるよう、
さまざまな取り組みを行っています。

　厚生労働省は、「認知症施策推進総合戦略（新オレンジプラン）」を策定し、団
塊の世代が75歳以上となる2025年度をめどに、「認知症の人の意思が尊重さ
れ、できる限り住み慣れた地域で、自分らしく暮らし続けることのできる社会の
実現」を目指していくこととしています。
　市でも、「交野市高齢者保健福祉計画及び第8期介護保険事業計画」で、認知症
の発症を遅らせ、認知症になっても希望をもって日常生活を過ごせる社会を目
指し、「共生」と「予防」を両輪として取り組みを進めていくとしています。

交野市の
認知症
施策

認知症の人を支援する取り組み

京都信用金庫交野支店

旭小学校区 オレンジサロン
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問 人事課☎892-0121

市職員を募集

※学歴については、いずれも令和4年3月卒業見込みの人を含みます。
※免許、資格については令和4年3月末までに取得見込みの人を含みます。

職種
〈募集人数〉 受験資格

事　務　職
  〈3人程度〉

平成3年4月2日以降に生まれ、
大学、短期大学等、高等学校を卒
業した人、または同等の資格が
あると認める人

情報技術職
  〈2人程度〉

昭和61年4月2日以降に生まれ、
独立行政法人情報処理推進機構
が実施する次の①から⑪までの
いずれかの試験に合格した人
①基本情報技術者試験
②応用情報技術者試験
③ITストラテジスト試験
④システムアーキテクト試験
⑤プロジェクトマネージャ試験
⑥�ネットワークスペシャリスト
試験
⑦�データベーススペシャリスト
試験
⑧�エンベデッドシステムスペシャ
リスト試験
⑨ITサービスマネージャ試験
⑩システム監査技術者試験
⑪情報処理安全確保支援士試験

職種
〈募集人数〉 受験資格

保　健　師
  〈2人程度〉

昭和56年4月2日以降に生ま
れた人で、保健師の免許を有す
る人

建　築　職
  〈2人程度〉

昭和61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�大学、短期大学等、高等学校
で、建築に関する専門の課程
を修了した人
②�一級または二級建築士の資格
保持者

土　木　職
  〈1人程度〉

昭和61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�大学、短期大学等、高等学校
で、土木に関する専門の課程
を修了した人
②�1級または2級土木施工管理
技士、技術士（建設または上下
水道部門）のいずれかの資格
保持者

　各職種とも、国籍・性別は問いません。
採用予定日　令和4年4/1㈮　第1次試験　録画動画による個別面接を実施
募集要項　ホームページに掲載　申込　8/18㈬～ 9/8㈬までに応募サイトから
URL　https://www.city.katano.osaka.jp/docs/2021012900025/

問 感染防止認証ゴールドステッカーコールセンター☎06-7178-1371

新たな感染防止認証制度 「ゴールドステッカー」を発行します

　府では、飲食店における感染防止対策のさらなる促進や府民が安心して利
用できる環境整備につながる、新たな認証制度を創設しました。認証基準に従
って感染防止対策を講じた事業者から申請を受け、書類審査、実際の店舗で確
認を行い、認証する仕組みです。
　府民のみなさんへの安心の提供による利用促進と感染拡大防止のため、ぜ
ひこの取り組みにご協力ください。
　詳細は大阪府ホームページをご確認ください。
https://www.pref.osaka.lg.jp/shobobosai/gold-sticker/index.html
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問 健康増進課☎893-6405

予防接種の接種期限・申請期限

対象　平成27年4/2 ～ 28年4/1生まれ
接種回数　１回
※MR １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、母子健康手帳で確認してください。

MR（麻しん・風しん混合ワクチン）２期

対 象　令和3年4/2 ～ 4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。

高齢者肺炎球菌予防接種

　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3年4/1 ～ 4年3/31
申請期限　令和4年3/31
※ 必要書類等は、依頼書発行時に同封している案内を確認してください。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

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　令和4年3/31　※申請期限も同日
助成金額　MR（麻しん風しん混合ワクチン）：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

　「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す
る人は、接種前に依頼書の申請が必要です。

実施医療機関

　次の予防接種は、令和4年3/31が定期接種の期限です。まだ受けていない対象者は、期限内に接種しま
しょう。
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問 府雇用促進支援金事務局☎06-4794-7050

大阪府雇用促進支援金をご利用ください

　コロナ禍で府内の雇用情勢が悪化する中、失業者の早期の就職につなげていくため、求職者を新たに雇
い入れ、3か月間雇用した事業主に、正規雇用1人につき25万円、非正規雇用1人につき12万5,000円の
支援金を支給しています。
　申請しやすいよう書類を簡素化しましたので、この機会にぜひご利用ください。
詳細はホームページをご覧ください。
https://www.pref.osaka.lg.jp/koyotaisaku/koyoushienkin/index.html

問 市民課☎892-0121　子育て支援課☎893-6406

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯以外分）

　新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯（ひとり親世帯以外）に
対し、生活支援のための給付金を支給します。
対象　①②のいずれかに該当し、同給付金のひとり親世帯分を受給していない人
　① 令和3年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の支給を受けており、令和3年度の住民税均等割

非課税の人
　②①以外の対象児童（※）の養育者で、以下のいずれかに該当する人
 ▷令和3年度の住民税均等割非課税
 ▷ 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、令和3年1月1日以降の家計が急変し、令和3年度の

住民税均等割非課税の人と同様の事情にあると認められる人
 ※対象児童:18歳に達する日以後の最初の3月31日まで（障がいがある場合は20歳まで）の児童
給付額　対象児童1人あたり一律5万円
申込
　▷①に該当する人＝申請不要。対象と思われる人には7月中に通知しています。
　▷②に該当する人＝申請が必要。8/2㈪から受付を開始します。
　※申請に必要なもの等、詳細は市ホームページをご覧ください。
支給日
　▷①に該当する人＝7/28㈬に振込予定
　▷②に該当する人＝申請受付・審査後の翌月末頃に振込予定

問 福祉総務課（生活困窮者自立支援金担当）☎817-8004

新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金

　新型コロナウイルス感染症の影響による生活困窮者自立支援金の申請期限は8/31㈫（郵送の場合は必
着）までです。
　対象世帯には7月上旬に案内を送付しています。
詳細は市ホームページをご覧ください。
https://www.city.katano.osaka.jp/docs/2021070200068/

問 危機管理室☎892-0121

まん延防止重点措置が延長

　8/22㈰まで、まん延防止等重点措置の期間が延長されます
市民のみなさんは、次の点についてご協力をお願いします。
▷不要不急の外出は自粛すること
▷不要不急の都道府県間移動、特に緊急事態措置区域との往来は、極力控えること
▷感染対策が徹底されていない飲食店等の利用を自粛すること
※市の施設も利用時間は21:00までとなりますので、ご了承ください。
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問 市民課☎892-0121

星田北の住居表示が変わります

問 環境総務課☎892-0121

令和2年度のごみの量を取りまとめました

　令和2年度のごみ量は、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、調理くずを副菜にリメークしたり、必要な物を必要な分だけ購
入すること、生ごみはしっかりと水きりするなど、「使いきり・食べきり・水きり」の3きりに取り組んで、ごみは
正しく分別しましょう。

（単位：㌧）
焼却ごみ

粗大ごみ 埋立て
家庭系 事業系 小計

令和元年度 12,177 4,291 16,468 1,125 －

令和2年度 12,071 4,078 16,149 1,296 3

（単位：㌧）
資源ごみ

合計
缶・びん 牛乳

パック
古紙・

段ボール
廃プラ・

ペットボトル その他

令和元年度 361 9 343 953 55 19,314

令和2年度 396 9 603 986 75 19,517

　

Q 一定月額料金で借り放題のサービスを行っているサイトが、ブランドバッグの貸し出しを募集し
ていたので、登録をしてバッグを送った。貸出料金が毎月振り込まれていたが、先日「あなたのバッ
グを紛失したので賠償金２万円を振り込みます」という連絡が届いた。中古市場で４～５万円はす
るバッグなのに納得いかない。

A 登録サイトの利用規約を見て、損害賠償の取り決めを確認してください。基本的には利用規約に従
うことになります。あまりにもサイト側に有利な規約内容であれば、無効を主張する余地があります。

助言 最近、個人間でブランド品や車、空きスペースまで貸し借りするシェアリングが増えています。貸
し借りを仲介するシェアリングサイトの利用が一般的で、トラブル時の処理方法やサイトの関与
度合いはサイトによりまちまちです。利用前に必ずサイトの利用規約を確認しておきましょう。

消費者相談

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

シェアリングサービス利用で紛失被害

　星田駅北土地区画整理事業により街区の境界線が変
更されたことに伴い、星田北6丁目および同7丁目の区
域が変わります。
変更日　8/1㈰
変更区域　星田北6丁目および7丁目

星田北
6丁目

7丁目から
6丁目に編入

星
田
高
田
線

区画道路35号線

星
田
駅
前
線

星田北
7丁目

市界
凡例

新町界
変更前町界
変更区域
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ミッション 2

フォトモザイクアート
応 募 枚 数

枚2,000
達 成

フォトモザイクアート制作中

お楽しみに！

サイズイメージです。

横3m

縦2m

このコーナーでは、今年11月3日に
迎える市制施行50周年をより多くの
みなさんと一緒に盛り上げるため、
さまざまな50周年事業を紹介します。

みんなで
盛り上げよう！

市制施行 周
年

Ｑ.  InstagramやTwitterをしていないから投稿ができない。
Ａ.  InstagramやTwitterをしていなくても、応募フォーム

から投稿できます。
Q. 投稿はしたいけど、写真をネットに公開したくない。
Ａ.  応募フォームから投稿すると、写真がネットに公開される

心配はありません。
Q. 最近撮った写真には、良い写真がない。
Ａ.  過去に撮った写真でも構いません。古い写真はデータが無

いものも多いので、印刷した写真の持ち込みを受け付けて
います。市役所本館2階秘書広報課広報担当まで持参して
ください。

Q. 写真じゃなくて風景画はダメですか？
Ａ.  交野への愛があるなら、絵画やイラスト等でも大丈夫で

す。作品を写真に撮ったりスキャンしたデータをご投稿く
ださい。おりひめちゃんやあまんのイラストもお待ちして
います。

募集の詳細や、
応募フォームは
こちらの
ホームページから。
https://www.city.katano.osaka.
jp/docs/mosaic_art/

7/15現在で2,007枚の応募がありました。
ミッション2（2000枚）をクリアしたので、

縦2m×横3mの巨大なアートを作成します！

みんなでつくるモザイクアート 進捗状況

まだまだ画像を募集しています。
こんなことで投稿を迷っていませんか？

フォトモザイクアート
1万枚達成まで

あ
と 枚

,

ミッション 3
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　投稿写真の中から、PR大使のプラス・マイナスさん（吉本興業）がとっておきの写真をコ
メント付きでご紹介します。

交野山の観音岩の上から見る夜景は最
高！よく同級生と原チャリで見に行った
なぁ。
この写真は当時の僕らちゃうの？笑

源氏の滝はマイナスイオン出まくりの場
所です。交野に引っ越してきた頃、前に通
っていた小学校の友達を連れて行こうと
したんですが、道に迷ってたどり着けま
せんでした笑。ごめんなさい！

プラス・マイナスをうならせるすてきな写真をお待ちしています!

　市制施行時からの広報紙をホーム
ページで公開しました。
広報紙の50年間の歩みをご覧ください。

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

   プラス・マイナスが選ぶ 

　「バル」は、チケット購入したお客さまが、いろいろなお店で気軽に食べたり、飲んだり、チケッ
トでしか購入できないお得な商品の買い物を楽しめるイベントです。参加店舗として一緒に街
を盛り上げませんか。
開催時期　10月下旬～ 11月下旬（予定）　申込期限　8/31㈫まで
※申込多数の場合、期限前に締め切る場合があります。
申込　参加申込書に必要事項を記入し、交野市商業連合会に 893-3380
※交野市商業連合会加盟店舗以外はまず参加希望とご連絡ください。要参加費。
問 交野市商業連合会 ☎090-9883-1144

交野のお店巡り
第６回交野ショーレンバル 参加店舗募集

広報かたの 50年アーカイブス

撮っておき今月の
兼光

タカシさん選かね
みつ

いわ
はし

よし まさ

岩橋
良昌さん選
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アウトドア
自然 交野しぜんしらべたい

「外来種の植物を見つけよう」
最近見かける特定外来種の植物を歩きながら調べ
ます。
日時　9/5㈰9:30 ～ 12:00（雨天中止）
集合　市役所別館前
コース　交野小学校周辺または長宝寺小学校周辺	
	 （いずれも約3㌔）
定員　20人（先着順。小学4年生以下は保護者同伴）
費用　無料
持ち物　飲み物、帽子、筆記用具、タオル
申込・問	8/3㈫から交野みどりネット事務局
	 ☎892-0121

自然 天野川で遊ぼう
～自然を学ぼうシリーズ～

水の中の生き物を知り、竹の水鉄砲を作って遊び
ます。
日時　8/22㈰9:30 ～ 12:00（雨天中止）
集合　星の里いわふね前
講師　シニア自然大学校水生生物科
対象　小学生以上（小学4年生以下は保護者同伴）
定員　20人（先着）　費用　無料
持	ち物　飲み物、帽子、タオル、着替え、川に入る用
の靴（サンダル不可）
申込・問	8/3㈫から交野みどりネット事務局
	 ☎892-0121

青年の家
文化 ブンブン劇場

日時　8/20㈮15:15 ～ 16:00
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
　「三びきのこぶた」ほか
定員　20人（先着）　費用　無料
申込・問	8/3㈫13:00から青年の家図書室
	 ☎893-4881

いきいきランド交野
健康 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。
日時　▷8/4・18㈬13:30 ～ 14:15
	 ▷8/13・27㈮10:30 ～ 11:15
場所　いきいきランド交野2階　サブアリーナ
対象　おおむね65歳以上の市民
定員　各60人
持ち物　飲み物、上履き
申込　直接会場
問	高齢介護課	☎893-6400

スポーツ 走り方教室

もうすぐ運動会。ライバルに差をつけよう。
日時　8/22㈰10:00 ～ 11:00、11:15 ～ 12:15
場所　いきいきランド交野　サブアリーナ
対象　小学1～ 3年生
定員　各30人
費用　1,500円（指定のシューズ購入で無料）
持ち物　室内シューズ、飲み物、タオル
申込　右のQRコードから
問	いきいきランド交野フロント
	 ☎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。

人権 ヒューマンライツコンサート

日時　9/19㈰13:30 ～ 15:00（12:30開場）
場所　星の里いわふね
内容　H

ハ ン ド

AND	S
サ イ ン

IGNによるコンサート
※手話通訳あり。
定員　先着250人（要予約）　費用　無料
申	込・問	9/1㈬から①住所②氏名③電話番号④年
齢を電話・FAX・Eメールで人権と暮らしの相談課
　☎	817-0997　 	817-0998
　 	kurasi@city.katano.osaka.jp

文化 地下水から学ぶ、
夏休みベンガラ染め体験

地下水から水道水を作る過程で発生する酸化鉄か
らできた自然の顔料「ベンガラ」を使った、染め物
体験をします。
日時　8/18㈬10:00 ～ 12:00
場	所　星の里いわふね天体研修センター　創作研
修室
講師　ベンガラメーカー古色の美　小

お ぶ ち

渕裕
ゆたか

さん
対象　市内在住の小学4～ 6年生
定員　15人（先着）　費用　500円
持	ち物　エプロン、タオル、筆記用具、汚れてもい
い服装
申	込・問	8/3㈫から交野みどりネット事務局
	 ☎892-0121

ゆうゆうセンター
福祉 認知症介護者向け講座

日時　9/24㈮10:00 ～ 12:00
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
テーマ　「認知症ケア　家族介護のポイント」
講	師　地域包括支援センター　認知症地域支援推
進員　田

た な か

中	歩
あゆみ

さん
定員　50人(先着)　費用　無料
申込・問	地域包括支援センター	☎893-6426

スポーツ トレーニング講習会の無料開催

いきいきランド交野トレーニングルーム利用の際
に受講が必要な講習会を無料で実施します。要予約。
期間　8/30㈪まで
時間　①11:00 ～ 12:15　②13:00 ～ 14:15
	 ③14:30 ～ 15:45　④15:45 ～ 17:00
	 ⑤18:00 ～ 19:15　⑥19:15 ～ 20:30
※日曜・祝日は①～③のみ。
申込・問	いきいきランド交野フロント
	 ☎894-1187

スポーツ フィットネス会員入会キャンペーン

8月入会者の入会金2,000円が無料になります。
会員になると時間に限りなくトレーニングやプー
ルを利用できるほか、スタジオプログラムへの無
料参加等、多数の特典があります。
問	いきいきランド交野フロント	☎894-1187

星の里いわふね
式典 令和4年成人式は

午前・午後の2部制で開催
対	象　平成13年4/2 ～ 14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　令和4年1/10㈷
場所　星の里いわふね
▷午前の部　10:30 ～ 11:00(受付10:00 ～ )
　第一・第二中学校区在住の新成人
▷午後の部　13:30 ～ 14:00(受付13:00 ～ )
　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
小・中学校校区表」をご確認ください。
また、他市に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・問	9/30㈭までに青少年育成課
	 ☎892-7721
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ゆうゆうセンター
福祉 生活援助型訪問サービス従事者

(生活援助員)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
従事できます。
日時　9/6・13㈪10:00 ～ 17:00(全2回)
場所　ゆうゆうセンター 3階　団体共用ルーム
対象　市内在住・在勤者
定員　15人(先着順。最低催行人数5人)
費用　無料　持ち物　筆記用具、昼食
申込書の配布　市ホームページ、高齢介護課窓口
申込　8/31㈫までに申込書を持参・郵送で
　高齢介護課
　〒576-0034　天野が原町5-5-1
問	高齢介護課	☎893-6400

くらし 権利擁護セミナー

一人暮らしの高齢者等が、住み慣れた地域で安心
して暮らしていくために任意後見制度や死後事務
委任契約等について一緒に学びませんか。
日時　8/20㈮14:00 ～ 16:00
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
テ	ーマ　「みんなで知ろう、高齢者サポートサービ
スについて」
講師　ふじもと司法書士行政書士事務所
	 藤

ふじもと

本就
しゅうこ

子さん
定員　50人（先着）　費用　無料
申込・問	8/16㈪までに地域包括支援センター
	 ☎893-6426
※	手話通訳・要約筆記が必要な人は予約時にお伝
えください。

福祉 頭の元気度チェック

簡易な認知機能チェックと頭の健康づくりにつな
がるアドバイスを行います。
日時　8/23㈪13:30 ～ 15:30（うち30分間）
場所　ゆうゆうセンター 1階　審査会室
対象　65歳以上　定員　8人
持ち物　眼鏡（必要な人）
申込・問	8/2㈪から高齢介護課	☎893-6409

その他施設（市内）
福祉 ボランティア体験プログラム

オンラインでの交流や分別活動などコロナ禍でも
できるプログラムです。
日時　8/2㈪～ 9/22㈬
場所　ボランティアセンター
対象　市内在住の高校生以上
申込・問	同センター	☎894-3737

その他施設（市外）
文化 国立国会図書館関西館資料

ニッポン茶・チャ・CHA
日本のお茶に関する本と雑誌約70点を歴史、文
化、産業・科学の切り口から紹介します。
日時　8/19㈭～ 9/14㈫（日曜を除く）
	 9：30～ 18：00
場	所　国立国会図書館関西館　閲覧室
費用　無料
問	国立国会図書館関西館・資料案内
	 ☎0774-98-1341

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、異動などにより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　9/15㈬・16㈭
場所　枚方寝屋川消防組合消防本部5階
	 多目的ホール
対象　市内在住・在勤の防火管理資格取得希望者
定員　3人（先着）
費用　4,000円
持ち物　甲種防火管理新規講習受講申込書兼受講票
申込・問	8/23㈪～ 27㈮に消防本部予防課
	 ☎892-0012
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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。

福祉 令和3年度大阪府盲ろう者通訳・
介助者養成研修

日時　9/14㈫～令和4年2/24㈭（全18回）
場所　府立福祉情報コミュニケーションセンター
対	象　盲ろう者通訳・介助者として活動する意思
があり、全てのカリキュラムを指定された日時
に受講できる人
定員　60人
費用　無料(テキスト代実費)
申	込・問	8/13㈮までに申込書を郵送・FAX・Eメ
ールで(社福)大阪障害者自立支援協会
　〒537-0025	大阪市東成区中道1-3-59
　☎06-6748-0587　 06-6748-0589
　 	haken@daisyokyo.or.jp

仕事 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
ワードの基礎とエクセル3級（日商PCデータ活用）。
日時　10/3㈰～11/28㈰10:00～16:00（全8回）
場所　高槻市立総合市民交流センター
定員　25人
費用　7,000円
Ⓑ介護福祉士試験対策
日時　10/9㈯～11/13㈯10:00～16:00（全6回）
場所　府立母子・父子福祉センター
定員　24人
費用　5,000円
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
(ふりがな)④年齢⑤職業⑥電話番号⑦志望動
機⑧(保育希望の場合のみ)子の氏名・年齢（対
象は2歳～就学前まで）を記入し、Ⓐ9/3㈮Ⓑ
9/9㈭までに府立母子家庭等就業・自立支援セ
ンターへ郵送〒537-0025　大阪市東成区中道
1-3-59またはホームページ
　https://www.osakafu-boshiren.jp/

問	同センター	☎06-6748-0263

オンライン
仕事 創業支援セミナー

スタートアップ講座
融資を受けての創業や、子育ての間のお小遣い稼
ぎの創業まで幅広い人達向けの内容です。
市内の創業者をゲストに交流会も実施予定です。
日時　9/25㈯10:00 ～ 12:00
参加方法　Zoom（参加者にURLを送付）
講師　ストアオペレーションサービス株式会社	
	 堀

ほりこし

越昭
あ き お

夫さん
費用　無料
申込　9/17㈮までにEメール・FAXで地域振興課
※詳細は、ホームページをご覧ください。
問	地域振興課	☎892-012　 	891-5046
	 	sinkou@city.katano.osaka.jp

文化 けいはんな学研都市7大学連携
市民公開講座2021

近年、関心が高まっている分野について、専門講師
が分かりやすく解説します。
日	時　9/3㈮13:00 ～ 16:45
	 9/10㈮13:00 ～ 16:35
	 9/17㈮13:00 ～ 15:15
定員　各200人（先着）
費用　無料　申込　web予約
https://www.kri.or.jp/contact/shiminkouza2021.html

問	（公財）関西文化学術研究都市推進機構
	 ☎0774-95-6131
	 	khn-shiminkouza@kri.or.jp
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制度・業務
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交付しています。要
件等、制度の詳細は、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

くらし 中古住宅流通促進・リフォーム等補助金

1年以上市外に居住している人が、市内の中古住
宅を購入・リフォーム等をし、転入する人を応援す
る制度です。要件等、制度の詳細は、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
※同居・近居促進事業補助金と併用は
　できません。
問	都市計画課	☎892-0121

福祉 府障がい者等用駐車区画利用証制度

障がい者や高齢者等移動に配慮を要する人等が、
公共施設や商業施設等にある車いす使用者用の駐
車区画等を利用するための利用証を府が交付して
います。区画を必要とする人が駐車できるよう、駐
車区画の適正利用にご協力をお願いします。詳細
は、ホームページをご覧ください。
https://www.pref.osaka.lg.jp/keikakusuishin/
riyousyouseido/index.html

利用証申請に必要な書類
▷障がい者等用駐車区画利用証交付申請書
▷	申請に必要な書類（身体障がい者手帳、療育手
帳、精神障がい者保健福祉手帳、特定医療費（指
定難病）受給者証等、介護保険被保険者証、母子
健康手帳、医師の診断書・意見書等）
▷利用証を郵送するための切手（140円）
▷利用証（更新申請時）
申請窓口・問	府福祉部障がい福祉企画課
	 ☎06-6944-2362

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
第三者に交付したときに、交付の事実を本人に通
知する制度です。外国人住民も利用できます。
事前登録ができる人
▷本市の住民基本台帳・戸籍に記載されている
必要書類
▷	本人申込み　マイナンバーカード（通知カードを
除く）、パスポート、運転免許証等の本人確認書類
▷	法定代理人申込み　戸籍謄本等その他法定代理
人である資格を証明する書類と本人確認書類
▷代理人申込み　委任状と代理人の本人確認書類
申請窓口　市民課
※	郵送申し込み可。申請書は市民課ホームページ。
通	知内容・方法　住民票写し等の種類、交付日・枚
数を記載した通知書を本人宛てに郵送
問	市民課	☎892-0121
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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。

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8/2㈪から、特別児童扶養手当は
8/11㈬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。未届け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
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㈬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

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け付け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　8/7㈯・15㈰・21㈯・29㈰9:00 ～ 12:00
※予約優先制。
予約サイト　https://tmnc.task-asp.net/cu/272302/mnr/

予約電話　☎0570-048978
　（平日9:00 ～ 17:30）
場所　市役所本館1階　市民課
※必ず本人がお越しください。
※	予約は申請・交付のみです。電子証明書の更新手
続き等は予約不要です。
※	詳細は、ホームページまたはお問い合わせくだ
さい。
問	市民課	☎892-0121

仕事 高等学校卒業程度認定試験受験支援事業

この試験に合格すると、高校卒業と同等の資格が
得られ、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。
※	試験の詳細は文部科学省ホームページをご覧く
ださい。

https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shiken/

就労支援相談
日	時　平日10:00 ～ 12:00、12:45 ～ 16:00
　※祝日を除く。
場所　ゆうゆうセンター 1階
	 人権と暮らしの相談課内
問	人権と暮らしの相談課	☎817-0997

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
手当を含む)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㈭～ 9/13㈪
※	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
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制度・業務
仕事 知っていますか？建退共制度

この制度は、法律に基づき建設現場労働者の福祉
の増進と、建設業を営む中小企業の振興を目的と
して設立された退職金制度です。詳細はお問い合
わせください。
▷国の制度なので安心、確実。申込手続きは簡単です。
▷経営事項審査で加点評価の対象となります。
▷掛金の一部を国が助成します。
▷	掛金は事業主負担ですが、法人は損金、個人では
必要経費として扱われ、税法上全額非課税とな
ります。
▷	掛金は、インターネットを利用した電子申請で
の納付も可能です。
▷	事業主が変わっても、退職金は企業間を通算し
て計算されます。
問	建退共大阪支部	☎06-6941-3650

環境 森林の新たな取得者は届け出が必要です

森林法改正により、森林の新たな所有者となった
人は、その旨を土地所在地の市町村に届け出が必
要です。
この制度は森林の整備・保全や木材利用などの政
策を推進するため、府・市町村が森林の所有者を正
しく把握することを目的としています。
対	象　売買や相続等により森林の土地を新たに取
得した人または法人
※	国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を
提出している人は対象外です。
詳細は、ホームページをご覧ください。
https://www.city.katano.osaka.jp/docs/2020072100024/

問	環境衛生課☎892-0121

税・保険・年金
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
※	優秀作品は学校名・名前等とともに国税庁ホー
ムページ・国税当局広報誌等で広く発表します。
中学生の部
テーマ　税に関すること
文字数　1,200字以内
申込　9/3㈮までに学校を通じて枚方税務署
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　800～ 1,200字以内
申	込　9/6㈪までに学校を通じてか、直接枚方税
務署
問	枚方税務署総務課	☎844-9521

税 市税の納期限

市・府民税第2期分の納期限は8/31㈫です。期限
までに納めてください。
問	税務室	☎892-0121

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。
第1期分の納期限は8/31㈫です。納付には便利
な口座振替制度、スマートフォン決済納付をご利
用ください。
問	北河内府税事務所	☎844-1331

税
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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。

税 「税に関する小学生の習字」募集

「税」に関する書道作品を募集します。優秀作品に
は賞状と記念品を贈呈します。
対象　小学生　テーマ　税に関するもの
作	品の規格　半紙を使用し、1人1作品(作品の返
却不可。作品の左側に学校名・学年・氏名を明記)
申込・問	9/6㈪までに学校を通じて枚方税務署
	 ☎844-9521

年金 国民年金制度を動画で紹介

20歳以上の人は国民年金に加入し保険
料を納付する必要があります。国民年金
制度の内容や保険料の納付方法、免除
の手続き等を動画で紹介しています。
https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/20kanyu.html

問	日本年金機構枚方年金事務所	☎846-5011

募集
教育 交野市子ども・子育て会議委員の募集

市の子ども・子育て支援事業計画の推進にあた
り、市民のみなさんから意見を幅広く聞き、反映さ
せるため、委員を募集します。
定員　3人以内　任期　2年
委員報酬　1回の会議につき9,500円（交通費等含む）
応募資格　応募時点で次の要件全てを満たす人
　①市内在住の20歳以上で市の子ども・子育て	
　　支援事業に関心を持っている
　②交野市の市議会議員および常勤の職員でない
　③平日に開催される会議に出席できる
申	込・問	8/2㈪～ 20日㈮〈消印有効〉に応募用紙
を郵送・持参・FAX・Eメールで子育て支援課
　〒576-0034　天野が原町5-5-1
　☎893-6406　 	892-0525
　 	kosodate@city.katano.osaka.jp

※	応募用紙は子育て支援課で配布。ホームページ
からもダウンロード可。

人権 第71回「社会を明るくする運動」
作文コンテスト

いじめや非行のない地域づくりや犯罪をした人の
立ち直り等について感じていること、体験したこ
とを作文にしませんか。応募者には参加賞を贈呈
します。
対象　市内の小中学生
作品の規格　400字詰め原稿用紙3～ 5枚程度
（原稿用紙に学校名・題名・氏名を明記）
申	込・問	8/27㈮までに、持参か郵送で
　〒576-0034　天野が原町5-5-1　福祉総務課内
　枚方・交野地区保護司会事務局	☎893-6400

人権 女性活躍推進優良事業者表彰の
候補事業者募集

受賞事業者は、取り組み内容とともに社名を市ホ
ームページ、広報等で広く市内事業者や市民のみ
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
性活躍推進に取り組んでいる事業者
申	請書の配布　人権と暮らしの相談課、市ホーム
ページからダウンロード可
申	込・問	9/30㈭〈必着〉までに申請書とレポート
(800字程度、様式自由)を郵送・FAX・Eメール
で人権と暮らしの相談課
　〒576-0034　天野が原町5-5-1
　☎817-0997　 	817-0998
　 	kurasi@city.katano.osaka.jp
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募集
産業 交野市産業対策審議会の委員を募集

交野市産業振興基本計画の進捗状況等について審
議する「交野市産業振興対策審議会」の市民委員を
募集します。
定員　1人
任期　2年
委員報酬　1回の会議につき9,500円
応募資格　応募時点で次の要件全てを満たす人
　①市内在住の20歳～ 70歳
　②交野市の市議会議員および常勤の職員でない
　③平日に開催される会議に出席できる
申	込・問	8/2㈪～ 20㈮〈必着〉に履歴書、小論文
（「委員の応募動機と、地域産業の発展のために
市民としてできること」をテーマに400～800
字以内）を郵送・持参で地域振興課
　☎892-0121
　〒576-8501（住所記入不要）

仕事 令和4・5年度　給食物資納入業者募集

登録希望者は必要書類を提出してください。初め
て登録される場合は事前に問い合わせてくださ
い。10月開催予定の「学校給食物資納入業者選定
委員会」で決定します。
受付期間　8/11㈬～ 27㈮
提出先・問	おりひめ給食センター	☎891-0098

求人 自衛官候補生を随時募集

受付期間、試験日程等はお問い合わせください。
対象　18歳～ 32歳
問	自衛隊守口出張所	☎06-6997-7339

お知らせ
福祉 交野市地域生活支援拠点等事業

緊急時の受け入れ・対応開始
この事業は、関係機関が協力して障がいのある方
が安心して暮らし続けられるよう、地域全体で支
える仕組みのことです。
今回始まる「緊急時の受入・対応」では、家族の病気
や事故等の緊急時に必要な対応を行います。利用
希望者は、事前登録をお願いします。詳細はお問い
合わせください。
対象　市内在住の障がい児者等
問	障がい福祉課	☎893-6400

環境 農薬散布の際は飛散に注意

風などでの飛散による住宅地を含む周辺環境への
農薬による影響を防ぐため、農薬散布の際は周り
に十分注意してください。
問	農政課	☎892-0121

文化 交野市文化祭一般募集の中止

毎年、広報8月号で文化祭への展示・発表の一般募
集を掲載していましたが、新型コロナウイルス感
染症拡大防止の観点から、昨年に続き一般募集を
見送ることとなりました。ご理解をお願いします。
問	社会教育課	☎892-7721

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
のため、みなさんに1分間の黙とうを呼びかけて
います。また、市内の各寺院にも、原子爆弾が投下
された時刻に「平和の鐘」をついていただくようお
願いしています。
みなさんも、家庭や職場、地域で1分間の黙とうを
お願いします。
①8/6㈮8:15　②8/9㈪11:02
問	人権と暮らしの相談課	☎817-0997

相談 中小・小規模事業者向け経営相談

市の委託を受け、技術開発や販路拡大等、自主的
な経営努力を支援するため、専門の相談員による
相談を行っています。相談には事前予約が必要で
す。日程等の詳細はお問い合わせください。
対	象　市内に事業所を有する中小・小規模事業
者、NPO法人、創業予定者等
相	談内容　技術・製品開発、人材育成、知財関連、創
業、税務・労務、補助金申請支援等
費用　無料
問	北大阪商工会議所交野支所	☎892-6700
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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。

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㈬現在、市内在住で、昭和45年9/1
～ 46年8/31までに婚姻届を出した夫婦
申	込　8/2㈪～ 31㈫に、戸籍抄本など(婚姻日を
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㈬現在、市内在住で99歳(大正10年
9/16 ～大正11年9/15生まれ)の人
※該当者には、9月下旬に祝い品を送ります。
問	高齢介護課	☎893-6400

おわび おわびと訂正

広報6月号13㌻、「織姫の里かたの観光大使コン
テスト応募者募集」に誤りがありました。
誤りは、現観光大使の「福

ふくなが

永愛
あ い り

理さん」で、正しくは
「福永愛莉さん」です。
おわびし訂正いたします。
問	地域振興課	☎892-0121

防犯 8月は「こども110番月間」です

地域のこどもは地域で守り、安心して暮らせる環
境を確保するため、「こども110番」運動を推進し
ています。
こども110番の家
もしものときに助けを求めることができるよう、
協力家庭・店舗に旗やステッカーを掲げています。
※こども110番協力者も募集しています。

動くこども110番
ステッカーを張った車・バイクが地域を走り、助け
を求める子どもの一時保護と通報を行います。　
家庭や地域で子どもたちを守りましょう
「一人で遊ばない」「知らない人についていかな
い」等、子どもたちに犯罪から自分の身を守る方法
を教えましょう。また、子どもの様子をうかがう、
車から子どもに話しかけるなどの不審者を見かけ
たら、子どもを守り、すぐに警察に通報しましょう。
※	子どもたちが登下校や遊びで外出する際には、
防犯ブザーやホイッスルを持たせ、しっかりと
活用するように教えましょう。
問	青少年育成課	☎892-7721

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　8/27㈮～ 9/2㈭8:30 ～ 19:00
※8/28㈯・29㈰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
問	大阪法務局人権擁護部	☎06-6942-9496
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健康 被爆二世健康診断

対象　府内在住の被爆二世
費用　無料
申	込に必要なもの　実父母いずれかの被爆者健康
手帳の番号
申込　9/1㈬～ 10/29㈮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。
※受診日時の指定はできません。
問	府地域保健課疾病対策・援護グループ
	 ☎06-6944-9172

健康 市役所別館で特定健診�

日時　8/26㈭・31㈫・9/2㈭・15㈬9:30 ～、
	 9/9㈭13:30 ～
※受付時間は後日案内します。
場所　市役所別館3階
対象　市国民健康保険加入の40歳以上
費用　500円　定員　各50人
申込・問	医療保険課	☎892-0121

健康コラム･･･････････････････････････

歯周病と全身疾患

　歯周病を起こす歯周病菌は、口臭や歯肉
の腫れ、歯の動揺等を引き起こすだけでな
く、血管を経由して全身へ流れ、動脈硬化や
心疾患、脳血管疾患、糖尿病等と深く関係が
あることも分かっています。
　また、歯周病菌はウイルスによる粘膜への
侵入を手伝う酵素を出すことも分かってお
り、日頃の丁寧な口

こうくう
腔ケアや歯の定期健診が

ウイルス感染の予防に有効です。
　新型コロナウイルス感染症の影響で、歯科
受診を控える人が増えています。歯の定期
健診は、不要不急ではありません。歯科医院
では、器具の滅菌や、口腔外バキュームの設
置等、十分な感染防止対策をとり、診療をさ
れていますので、安心して受診してください。

お知らせ
くらし「マイエンディングノート」を作成しました
人生を振り返り、自分自身の情報や要望・希望を残
しておくためのノートです。これからの人生のあ
り方を考えるきっかけに活用してください。
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

保健所 保健所だより

▷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　8/3・17（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
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charm_chihiro

#星田妙見宮　

rikugame.eikichi

#リクガメ栄吉　#我が家のペット

sorano.sato

#ボタニカルラッピング

kisaichi_sanchi_yasai

#空まめでニャンコの絵

teruhamuranooyaji

#田植え

yokokawamichi0917

#3歳児　#こどもあるある

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!
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信子 育 て 通

●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
①10:00 ～ 12:00
②14:30 ～ 16:30

2部制。予約優先・人数制限あり。前日～当日受付。
0歳～ 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㈬10:30 ～ 「夏の簡単レシピ」。定員6組。

つくってあそぼ 8/20㈮10:30 ～ 「カラフルくらげ」。定員6組。

イベント 8/27㈮10:30 ～ 「うたおうあそぼう、わらべうた」
（田

た な か
中由

ゆ き
紀・由

ゆ り
里純

じゅんこ
子）。定員6組。〈要申込〉8/6㈮～

●交野市立地域子育て支援センター　☎810-8270  ※すべての申し込みは、電話にて9:30 ～です。

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

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。

マタニティヨガ 8/18㈬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。子どもの入室はできま
せん。〈要申込〉8/2㈪～

ほっこり
おしゃべり広場 8/20㈮10:30 ～ 11:00 「こども園って？」こども園課の人に聞いてみよう。

子育て講座 8/23㈪10:30 ～ 11:30
「ベビーマッサージ」。2か月～ 5か月。持ち物:バスタ
オル・オイル代300円。きょうだいの入室はできません。

〈要申込〉8/2㈪～

たまて箱 8/27㈮10:30 ～ 11:00 「さかなつりごっこ」。〈要申込〉8/2㈪～

わ
く
わ
く
ラ
ン
ド

こりす組 9/8㈬10:00 ～ 11:00 3か月～ 9か月

〈要申込〉8/20㈮～
うさぎ組 9/9㈭10:00 ～ 10:45 10か月～ 1歳3か月
こあら組 9/14㈫10:00 ～ 10:45 1歳4か月～ 1歳11か月
らいおん組 9/17㈮10:00 ～ 10:45 2歳～

●星田地域子育て支援センター　☎860-7193  星田こども園内

お部屋の開放 月～金曜日 ①9:00 ～ 11:00
②13:00 ～ 15:00

2部制。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。

親子教室 8/24㈫10:00 ～ 11:00 「親子ふれあい遊び」。開催日当日6か月～ 1歳6か月ま
で。先着5組。〈要申込〉8/10㈫～

子育て講座 8/26㈭10:00 ～ 11:00 「お絵描き遊び」。開催日当日2歳以上。先着5組。
〈要申込〉8/16㈪～

●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 ～ 12:00
②14:00 ～ 16:00

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。

ペープサート 8/4㈬・6㈮・7㈯
①10:00 ～②14:00 ～ 「夏のうた」。〈要申込〉前日または当日。

つどいの広場の
夏まつり

8/21㈯
①10:00 ～ 10:45
②11:15 ～ 12:00

「コーナー遊び・写真コーナーなどお楽しみ」。
対象のきょうだいの就園児は参加可。〈要申込〉8/16㈪～
夏まつり後、14:00 ～ 16:00は、通常のお部屋の開放
をしています。〈要申込〉前日

　

　

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。
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●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

●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。
認定こども園
交野保育園
☎891-6203

〈いきいき親子体操〉
8/17㈫13:00 ～ 13:40

おおむね1歳6か月～。定員6組。〈要予約〉電話
にて。場所:交野会館2階

認定こども園
高岡幼稚園
☎892-2320

〈先生と一緒に遊ぼう！（水遊び）〉
8/26㈭10:10 ～ 11:00 持ち物:濡れてもよい服やタオル等。

交野幼稚園
☎891-2333

〈なかよし会〉
9/9㈭9:30 ～ 12:00

幼稚園での生活の紹介、音楽劇など。来年度入園
児。〈要申込〉8/25㈬10:30 ～

●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

●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 9/7㈫ 2021年4/11～5/10生まれの乳児に案内を送ります。

持ち物:母子健康手帳1歳6か月児健診 9/21㈫ 対象者に案内を送ります。1歳6か月児健診は1歳8 ～
9か月前後、3歳6か月児健診は3歳8 ～ 9か月前後に
送付予定です。3歳6か月児健診 9/8㈬

※密を避けるため人数を制限しています。そのためご案内の時期が通常より遅れる場合があります。

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。
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みちとなつ
杉
す ぎ た

田 比
ひ ろ

呂美
み

福音館書店

れんこちゃんのさがしもの
戸
と

森
もり

 しるこ
福音館書店

かぎ縄おりん

金
か ね こ

子 成
な り と

人　小学館

宗
そうこん
棍

今
こ ん の

野 敏
びん

　集英社
庭
 小

こ で
手鞠

まり
 るい　小学館

びりびり
 中

な か あ ら い
新井 純

じゅんこ
子　童心社

みんなげんきピヨピヨ１・２
 かこ さとし　童心社
きみはぼうさいたいし
 にかい としひろ／原著　金の星社

黒
こくろうじょう

牢城
 米

よねざわ
澤　穂

ほ
信
のぶ

　KADOKAWA
ほぼ材料2つだけ！ウマすぎる時短おかず
 y

ゆ う こ
uko　KADOKAWA

自己肯定感にいいこと超大全
 トキオ・ナレッジ　宝島社
我は、おばさん
 岡

お か だ
田 育

いく
　集英社

児
童
書

一
般
書

今月のおすすめ本 BOOK

ぺんぎんたいそう
作者が学生時代、課題制作のために出掛けた動物園で、首を伸び縮みさせたり、羽をパタパタ
と動かしたり、ユニークな動きをするぺんぎんに心ひかれ、絵本にしようと思ったのが最初だ
そうです。その後、赤ちゃん絵本として出版する際に「踊れる絵本」にしようと意識されたとお
り、おはなし会ではみんな一緒にぺんぎんたいそうをまねして、盛り上がっています。色鮮やか
な黄色を背景に、シンプルに描かれたペンギンの動きがかわいい絵本です。

っしょに読んで  赤ちゃんの絵本い

利き手を軽く握り、うちわを持っ
て顔を仰ぐしぐさで表します。
※ 「暑い」「南」と言う意味もあり

ます。

利き手で、反対側の手の甲の上
を２回クルクル回します。
※ 「大切」を表す手話を体の前で

行うことで「お大事に」の意味
になります。

利き手の小指側で腕の肘のあた
りをトントン叩きながら軽く頭
を下げます。

夏 お大事にお疲れさま

問 障がい福祉課☎893-6400
手話ではなそう

BOOK

齋
さいとう

藤 槙
まき

／さく　福音館書店

図書館ホームページをリニューアルしました。「My本棚」など、新しい機能が加わりましたので、ぜひご利用ください。
https://www.katanotoshokan.jp 問倉治図書館 ☎891-1825、青年の家図書室 ☎893-4881
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　さまざまな神仏を祀ってきた神社のご神体で
す。星田の星の森の宮と光林寺に祀られる岩ととも
に、空から降った七曜の星であると伝わっています。

　交野を代表する古いお寺の獅子窟寺境内にあ
ります。巨岩が組み合った様子が、口を開けた獅
子に見立てられ、古くから修験の場になりました。

いつかは指定登録されたい

　市の面積の3分の2を占める山地には、多くの巨岩があります。これらはただの大きな岩ではなく、立派
な文化財であることをご存じでしょうか。交野の山の巨岩は、古くから人々の信仰の対象になっているも
のも多く、交野の歴史や文化と深く関わる重要なものなのです。
　また、このような巨岩群は、交野の山々が属する生駒山系の中でも珍しく、交野特有の自然的特徴を伝え
る「天然記念物」ともいえるものです。

獅子窟
ししのいわや

星田妙見宮の織
たなばたせき

女石

　ハイキングなどで交野の山を歩くと、身近にこ
のような文化財があることは交野の大きな特徴で
す。交野山の観音岩の上で市内を一望した人も多
いと思いますが、現在の姿だけでなく、その足元に
ある巨岩が作ってきた交野の歴史にも、ぜひ興味
を持ってください。

　船の先のような形をした巨岩で、高さ12m
ほどもある神社のご神体です。饒

にぎはやひのみこと
速日命という

神がこの岩に乗り地上に降り立ったという伝
承があります。また、付近に多くの巨岩が残り
ます。

磐船神社の天
あめ

の磐
いわふね

船

　市内からも山頂の岩の姿を見ることができま
す。岩には聖観音を示す大きな梵

ぼん
字
じ

が刻まれてい
ます。周辺一帯に山寺があった頃、巨岩が観音様に
見立てられ信仰を集めていたことがうかがえます。

交野山の観音岩

　山頂にあるこの石には、水の神である竜王が祭
られていました。平安時代、交野で干ばつが続い
たときに弘法大師が雨乞いの祈りを捧げたとい
う伝承が残っています。

竜王山の竜王石
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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。 

演じませんか、マジックを
初心者、高齢者大歓迎。毎月第1・3水
曜13：00 ～ 15:00。青年の家。3か
月3,000円。
問 新

に っ た
田 ☎090-7873-0971

バドミントン　スピード金曜日
初心者大歓迎。楽しく練習していま
す。毎週金曜12:00 ～ 15:00。いきい
きランド交野。月1,500円。1回500円。
問 向

む か い
井 ☎090-1446-3419

カリスゆったりストレッチ体操
イスとタオルを使って姿勢矯正。高
齢者歓迎。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

み き
起  

☎090-9612-2154

10月号の締め切りは8/31㈫

放送大学は、テレビ・インターネットで授業を行う
通信制の大学です。心理学・福祉・経済・歴史・文学・
情報・自然科学など、約300の幅広い授業科目があ
り、1科目から学ぶことができます。
出願期間　▷第1回：8/31㈫まで

 ▷第2回：9/1㈬～ 14㈫
資料請求(無料)・問 放送大学大阪学習センター
　☎06-6773-6328
　〒543-0054　大阪市天王寺区南河堀町4-88
　https://www.ouj.ac.jp

各大学等別の相談コーナーを設け、講義内容や受
験手続等の相談ができます。
日時　8/22㈰11:00 ～ 16:00
場所　梅田スカイビルタワーウエスト10階
　アウラホール
対象　高校生以上（予約制）
参加校　大学21校、大学院8校、短期大学6校
申込　http://www.uce.or.jp/explanation/

問 （公財）私立大学通信教育協会
　☎03-3818-3870

放送大学10月入学生募集 秋季大学通信教育合同入学説明会

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。

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。第2・4金曜①9:45 ～
10:45 ② 10:45 ～ 11:45。青 年 の
家。①2歳以上②2歳未満対象。1回
500円。
問 坂

さかもと
本 ☎090-9091-5621

包丁・ハサミ研ぎ
切れなくなった家庭用の包丁、ハ
サミ研ぎ。8/18 ㈬・19 ㈭10:00 ～
14:00受付。私部会館。品物により
300円～ 800円。
問 代

よ な が
永 ☎892-8568

廃食油回収
使い終わった家庭用油、期限切れの
油の回収。8/21㈯9:30 ～ 10:30。
市内15か所。無料。空容器はお持ち
帰りください。
問 代

よ な が
永 ☎090-3357-4089

童謡歌って元気アップしよう
楽譜が読めなくても大丈夫。リフ
レッシュしよう。8/23㈪13:00 ～
14:15。いきいきランド交野。1,000
円。
問 小

お ざ わ
澤 ☎090-7103-4793
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カウンセラー

Zoomで実施するオンライン
講座です。国際文化に関する
幅広い話題を提供します。
日時　9/11㈯11:00 ～ 12:00
テ�ーマ　「イメージ×テクスト 

- 日本近代文学、ルネサンス
美術、ジェンダー」
講師　摂南大学外国語学部
　杉

すぎやま
山博

ひろあき
昭氏、

　古
ふ る や

矢篤
あ つ し

史氏
申込　9/9㈭までに
　　　web申込
問 摂南大学外国語学部
 ☎839-9195

交野市消防団副団長蔦
つ た だ

田直
なおひこ

彦さんが、春の藍綬褒章の栄誉に浴さ
れました。
この受章は蔦田さんが昭和57年に交野市消防団員を拝命以来
39年の長きにわたり、地域住民の安全確保のため献身的に消防
団活動に従事された功績により受章されたものです。

令和3年 春の褒章受章

第2回
摂南大学外国語学部
国際文化セミナー

いずみ れ い か

作　泉  麗香

音羽菊初幸会　舞踊浴衣会
粗品を用意しています。8/15㈰まで
に要予約。9/4㈯13：00 ～ 14：30。
ゆうゆうセンター。定員30人。無料。
問 形

か た や
屋 ☎090-7767-3457

カウンセラー入門講座・説明会
① 8/24 ㈫ 10:00 ～ 11:30 ② 8/24
㈫10:00 ～ 11:30、19:00 ～ 20:30。
①青年の家。②ラポールひらかた。
18歳以上対象。定員各15人。無料。
問 京阪総合カウンセリング交野支所 
 ☎814-7140

かたの写真同好会・夏の写真展
緊急事態宣言時は中止の場合もあり
ます。8/24㈫～ 29㈰9：30 ～ 16：
30(最終日は16：00まで)。青年の
家ロビー。無料。
問 水

みずたに
谷 ☎892-6238

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
Ａ
４
サ
イ
ズ
版
を
公
開
し
て
い
ま
す
。完
成
し
た
塗
り
絵
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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
】〒
５
７
６ｰ

８
５
０
１　
秘
書
広
報
課
広
報
担
当

https://w
w

w
.city.katano.osaka.jp/docs/2019030600058/
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交野半世紀
Katano half a century

　京阪交野線の終着駅、私市駅の昭和50年ごろの写真です。写真を見比べると駅舎は大きく変わっ
ているのですが、駅前全体の雰囲気は面影が残っています。
　私市駅は、平成4年（1992年）の改築により、とんがり屋根と丸い窓がかわいい今の駅舎になりま
した。平成14年には「近畿の駅百選」にも認定されています。
　今も昔も地元の人はもちろん、ハイカーたちに愛される駅です。

私
市
駅

か
た

の
ス

イ
ッ

チ
https://katanosw

itch.jp/
交

野
市

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

https://w
w

w
.city.katano.osaka.jp/

人
口

と
世

帯（
6月

末
現

在
）　

世
帯：33,278世

帯
人

口：77,346人
  男

性：37,304人
  女

性：40,042人

発行：2021年8月1日　編集：企画財政部秘書広報課　〒576–8501
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