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　今年も、ゆるキャラ人気ナンバーワンを決めるグランプリが開催されます。
　「おりひめちゃん」と枚方市産業振興キャラクター「ひこぼしくん」が仲良
く一緒にエントリーしました。みなさんの投票のご協力をお願いします。
投 票方法　パソコン、スマートフォン、携帯電話からホームページ（http://www.yur
ugp.jp/)

※ 毎日投票可。投票無料。通信料がかかります。
投 票期間　8月 1日（火）午前 10時～ 11月 10日（金）午後 6時まで
問い合わせ　地域振興課（℡  892・0121）

市民ステージ
と 　き　10月29日（日）
対 　象　市内で活動し
ている音楽・ダンス・
手品・漫才などのグ
ループ
申 し込み　デモテープ
などと応募用紙を持参か郵送
※応募者多数の場合は審査します。

模擬店ブース
と 　き　10月 28日（土）午前
10時～午後9時・29日（日）
午前 10時～午後 5時
※ 両日出店できる団体に限りま
す。
対　象　市内の市民団体（営利団体を除く）
出店料　1万 6,000 円（1区画）
電気使用料　2,000 円（電気器具 1台）
ガス使用料　1,620 円（ガスボンベ 1本）
申 し込み　①団体名②担当者名③担当者の住所④担当
者の日中連絡が取れる電話番号⑤団体・事業者の概
要を書いたもの⑥希望区画を持参・ファクス・郵送
※ 応募多数の場合は、希望区画数に対応できないこ
とがあります。
※発電機、カセットコンロの使用はできません。

企業ブース
と 　き　10 月 28 日（土）・29 日（日）いずれも午
前 10時～午後 5時
※両日出店できる企業に限ります。
内 　容　企業活動のPR、実演、チラシ配布などの無
償で提供できるもの
定　数　5店舗程度
出店料　無料
申 し込み　応募用紙を持参・郵送・eメール

申 し込み・問い合わせ　9月 8日（金）〈消印有効〉までに、かたのにぎわいフェスタ実行委員会事務局〈〒 576
－ 0052　私部 1－ 1－ 2　（一社）交野青年会議所、持参・℡  ＝ 892・4500（月～木曜日午後 1時～ 4時）、
℻  ＝ 892・4507、ｅメール＝ katanonigiwai2017@gmail.com〉または、地域振興課（℡  892・0121）　　

※各種応募用紙は、市ホームページからダウンロードできます。

織姫の里かたの観光大使コンテスト出場者
採用人数　1人〈任期 2年〉
応 募要件　主に土・日曜日、祝・休日に活動できる
市内在住・在勤・在学で、18 歳以上の女性（高校
生不可）で、モデルなどの専属契約がなく、市のＰ
Ｒ・産業・観光振興に関わる事業に参加できる人
審 　査　1次＝書類選考、2次＝ 10月 29日ステー
ジで選考
※グランプリ受賞者には、賞品を授与します。
申 し込み　応募用紙と写真（Ｌ版・返却なし）を持参・
メール・郵送

「子どもフェスティバル」ボランティア募集
　10 月 29日（日）に会場内で行われる「子どもフェ
スティバル」を一緒につくり上げるボランティアを
募集します。興味がある人は、ぜひご参加ください。

＝ ゆるキャラで地域を元気に！会社を元気に！日本を元気に！ ＝

ゆるキャラ グランプリ 2017
みなさん、投票をお願いします！

毎日1票

投票してね
！

と　き　10月 28日（土）午前 10時～午後 9時・29日（日）午前 10時～午後 5時
ところ　いきいきランド交野

10 月 28日（土）・29日（日）開催！

〝かたの〟にぎわいフェスタ 各種募集

♪

♪

♪
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パッカー車のデザイン募集パッカー車のデザイン募集
～みんなの描いたデザインのパッカー車が市内を走るよ！～

　外枠部分は車体の
端（下写真）になる
ため、文字を書くと
切れる場合がありま
す。ご注意ください。

〈四つ切り画用紙〉対　象　市内在住の小学校4年生
応募の注意
▷ 四つ切り画用紙に、水彩絵の
具・ポスターカラ－で描く
▷自分で考えて描く
▷商品名は記入しない

▽  市のキャラクター「おりひめ
ちゃん」や「星のあまん」は描
かない
▷ 絵の題名かメッセージを入れ
る
▷ 画用紙の裏に学校名・学年・
クラス・名前（ふりがな）を入
れる

テ  ーマ　①②いずれかのテーマ
を選ぶ
　① 「星のまち交野の未来」＝大
人になったとき、交野はどう
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て
守っていけるのかな？

採用作品　4点
※ 応募作品の著作権などは、市に
帰属します。
申 し込み・問い合わせ　8月 31
日（木）までに直接、環境事業
課（℡  892・2471）

教室〈定員〉 対　象 場　所 開催日 時　間 料金（税込み）

スポーツ塾（マット
運動・鉄棒）〈15人〉

小学校 1～ 3年生 会議室1・2 8月1日（火）・2日（水） 15：00～ 16：30 2,400円〈2日間〉

夏休みJr バドミン
トン①〈16人〉

小学校 1～ 6年生
サブアリーナ

8月2日（水）
～ 4日（金）

17：15～ 18：45
3,750円〈3日間〉

夏休みJr バドミン
トン②〈16人〉

小学校 1～ 6年生 8月24日（木）
～26日（土） 3,750円〈3日間〉

Jr バドミントン
〈各 16人〉

小学校 1～ 3年生 メイン
アリーナ 金曜日

15：45～17：15〈9月～〉5,000円〈月4回〉
（体験無料）小学校 4～ 6年生 17：20～18：50〈9月～〉

ジュニアサッカー 未就学児（5～6歳）グラウンド 木曜日 15：30～ 16：30 4,500円〈月4回〉
（体験無料）

やさしいヨガ

16 歳以上
多目的室

月曜日
10：30～ 11：30 4,500円

（体験1回500円）初めてのピラティス 水曜日

機能改善ヨガ 水曜日 15：30～ 16：30

ラララフィット
（健康運動） 60 歳以上 木曜日 10：30～ 11：30 4,300 円

（体験無料）

　暑い夏だからこそ、体を鍛えませんか。コーチが楽しく指導します。ぜひご参加ください。
申し込み　平日・土曜日午前9時30分～午後9時〈火曜休館〉、日曜日・祝日午前9時30分～午後4時30分
問 い合わせ　いきいきランド交野〈℡  894・1187、ホームページ（http://www.mizuno.jp/facility/osaka/katano/）〉

夏か
ら

始め
よう
！

いきいきランド交野いきいきランド交野
スポーツ教室スポーツ教室

と　き　8月 21日（月）午後 3時～ 4時 30分 〈2時 30分開場〉
ところ　市役所別館 3階　中会議室
内　容　 ①交野市で働く魅力について

②人事制度・給与制度などについて
③質疑応答（職種別に個別ブースを設け、先輩職員がお答えします）

定 　員　50人（定員超過の場合は、立ち見となる場合があります）
※車での来場はご遠慮ください。また、服装は軽装でお越しください。
※障がいなどにより配慮が必要な場合は、8月 16日（水）までに人事課にご連絡ください。
※説明会参加の有無が採用試験の合否に影響することはありません。
申し込み　8月 16日（水）までに、電話またはｅメール（jinji@city.katano.osaka.jp)              で人事課

　市の職員を募集します。募集する職
種、受験資格、採用予定人数などは右表
のとおりです。各職種とも、国籍・性別
は問いません。
第 1次試験日　9月 17日（日）
採用予定日　30年 4月 1日
募 集要項・申込書の配布　9月5日（火）
まで

▷ 窓口での配布＝市役所本館 2階　人
事課、星田出張所、ゆうゆうセンター
1階　市民サービスコーナー、消防
本部総務課

▷ 市ホームページからダウンロード
※ 印刷は、Ａ4サイズの白色普通紙に
黒色インクで印刷してください。
▷ 郵送で請求＝封筒の表に「試験申込
書請求」と朱書きし、希望職種を記入
した紙と、郵便番号・住所・名前を
記入し、392 円分の切手を貼った返
信用封筒（縦 23・5㌢×横 12㌢の定
型封筒）を同封し、〒 576 － 8501
〈住所記入不要〉人事課
申 し込み　8 月 21 日（月）～ 9 月 5
日（火）の午前 9時～午後 5時 30分
〈土・日曜日を除く〉に、市役所本館
2階　人事課

問 い合わせ　人事課（℡  892・0121）

職員採用説明会を開催

交野市職員募集

ぜひ、ご参加
ください。

　最初は不
安でしたが、
時には先輩
にサポート
してもらい
ながら、働い
ています。

　自分の働
きが、市民の
みなさんの
生活の助け
となること
に、やりがい
を感じます。

　アットホームな職場で
すが、メリハリを持って
業務に取り組んでいます。

道
路
河
川
課（
入
職
２
年
目
）

医
療
保
険
課（
入
職
１
年
目
）

税
務
室（
入
職
１
年
目
）

職種
（募集人数） 受験資格

事務職
（5人程度）

① 平成 3年 4月 2日～平成 8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 6年 4月 2日～平成10年 4月 1日に生まれ、
学校教育法による短大などを卒業した人

③ 平成 8年 4月2日～平成12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）

消防職
（2人程度）

次の①または②に該当し、ⒶⒷ両方の要件を満たす人
① 平成 3年 4月 2日～平成 8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 6年 4月 2日～平成12年 4月 1日に生まれ、
学校教育法による短大など・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 30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で、過去 3年間無事故の
人、または 30年 3月末日までに普通自動車運転免
許を取得見込みの人

Ⓑ 視力・色覚・聴力など、災害現場などにおける消防
職務遂行に必要な健康度や体力を有する人

※学歴については、いずれも30年3月卒業見込みの人を含みます。
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