
私の地域にあるサロン
『小地域ネットワーク活動』は、地域の中で孤立する事なく安心して生活がで
きるようにつくられた、住民主体の支え合い活動です。

おおむね小学校の校区を一単体とし、各校区の住民の方が『校区福祉委員』と
して福祉活動を行っており、「自分の住み慣れた町で誰もが安心して暮らせる
まちづくり」を目指して活動に取り組んでいます。

国際交流協会は、交野市の姉妹都市コリングウッド市
との交流や、多文化講座、留学生との交流など市民の
国際感覚を高める活動に力を入れている団体です。

●ふれあい・いきいきサロン活動
　高齢者の方対象の仲間作りや交流
●子育てサロン
　乳幼児を子育て中の人が子連れで歩いて集える場所
●世代間交流
　小学生と高齢者との交流・夏まつりなど　
●共生型サロン
　こども、高齢者、障がい者など誰もが気軽に集える場　
●見守り、声掛け、個別援助活動
　個別に援助が必要な人に対し、その人に適した方法で行う見守り・声掛け

問合せ：交野市社会福祉協議会

多文化交流を交野市内で 問合せ：交野市国際交流協会

各校区にどんなサロンがあるかはお問い合せ下さい

外国人の為の日本語教室や、ネイ
ティブ講師による英語、スペイン
語、中国語、韓国語、フランス語
などの語学教室も開催しています。

旭小学校区福祉委員 29年のハロウィンの様子
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地域の子育て支援拠点

赤ちゃんと一緒に…
乳幼児を子育て中の方、妊婦さんや
子育て支援に興味のある方などが気
軽に集り遊べる場所です。

●お部屋やお庭で自由に遊べ、育児・子育て相談も随時受付中です。
●子育て教室や講座を行っております。
●子育てサークル・ボランティアを応援しています。

場　所：私部2－29－3(青年の家敷地内）
問合せ：交野市立地域子育て支援センター

場　所：星田3－10－8（星田こども園内）
問合せ：星田地域子育て支援センター

＝ 赤 ち ゃ ん の 日：おおむね１歳6ヵ月までの赤ちゃんと保護者の方が対象。

＝ お部屋の開放日：お部屋で自由に遊べる日
＝ 子 育 て 相 談：悩みや不安など、どんな些細な事でもご相談ください。

※兄弟をお連れになる場合は別の日をご利用ください。
赤

開
相

：水曜日
：月・火・木・金／9：30～17：00

：平　日／9：00～17：30

赤

開

相

※お庭でも遊べます※赤ちゃん以外 ※赤ちゃん以外

※土日祝はお休み

交野市立地域子育て支援センター

つどいの広場 第１児童センター 子育て支援室

星田地域子育て支援センター

同じ子育て世代で安心して気軽に集える場所
です。子育ての悩みもお話し下さい。（申し込
み不要、無料）

好きな時に来て自由にくつろいだり、楽しい
イベントも開催したりしています。（申し込み不
要、無料）

場　所）ゆうゆうセンター３階 運動療法室
と　き）毎週 水・金・土曜日／10：00～16：00
　　　　※祝日、年末年始、休館日を除く
問合せ）子育て支援課

場　所）交野市立第１児童センター
と　き）毎週火～土／10：00～17：00
　　　　※祝日、年末年始を除く
問合せ）第１児童センター 子育て支援室

対　 象：未就学児と保護者対　 象：未就学児と保護者

対　象）０歳からおおむね３歳児と保護者対　象）０歳からおおむね３歳児と保護者

：金曜日
：月曜日～木曜日／ 9：00～12：00

：平　日／9：00～17：00

赤

開

相

※入館は30分前まで

※土日祝、休園日はお休み

　13：00～15：00
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赤ちゃん連れで気軽に集まれる場所とチャンスを提供したい！とはじめたサロン
です。歩行前のベビーはもちろん、妊婦さん、おじいちゃん、おばあちゃんも大
歓迎です。おしゃべりの中で心配事をアドバイスしあい、気軽に話せるお友達を
作って下さい。

子育てネットワーク『ティンクル』は、市内の子育てサークルをサポートしている、
主に卒サークルしたママたちが中心に活動するボランティアグループです。
赤ちゃんサロン以外のサークルはホームページでチェックできます。
http://katano.twinkle.sakura.ne.jp/

赤ちゃんサロン 対　象：３か月くらい～１歳くらいの赤ちゃんと保護者

場　所）ゆうゆうセンター３階 運動療法室
と　き）毎週第２木曜日／10：00～11：30（出入り自由）
問合せ）子育て支援課

赤ちゃんサロンを卒業した親子や１歳くらいからの親子が、他の子ども達と育ち
あい、人とつながり、地域とつながる、そんな関係が出来ればと思っています。

こそだてさーくるたっち 対　象：１歳くらい～未就園児と保護者

場　所）ゆうゆうセンター３階 運動療法室
と　き）毎週第１火曜日／10：00～11：30（出入り自由）
問合せ）子育て支援課

赤ちゃんサロン、こそだてさーくる たっち は私たちが運営しています。

おもちゃライブラリー ア リ ス 対　象：０～３歳児と保護者

小さなおもちゃから大型のものまで、おもちゃいっぱいの大きなお部屋や庭にあ
る小さな公園で自由に遊ぶことができます。相談員やボランティアの方々が常在
しているので安心して遊ぶことができます。

場　　　　所：こどもゆうゆうセンター
開催日・時間：第１・３木曜日／14：30～16：00
問　  合 　 せ：機能支援センター（こどもゆうゆうセンター）

子育てネットワーク『ティンクル』

※保険料として100円が必要です。
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対　象：市内在住の小学１年生～６年生で、保護者の労働などの理由により放課後
　　　　の時間に保護を受けられない児童

場　所：『放課後児童会 実施場所』を参照して下さい

開　会：月～金）13：00～18:30 ／ 土・学校休業日）8:30～18:30

休会日：第４土曜日、日曜、祝日、お盆（８月13日～15日）、年末年始、市が必要と認めた日

費　用：①会費 5,000円／月（二人目以降は2,500円／月）
　　　　②育成活動費 3,010円／月（おやつ代など）

申　請：毎年12月上旬から新年度の申請書配布、１月中旬に申込受付。
　　　    ※年度途中からの入会は随時申込受付。定員に空きがあれば途中入会も可

放課後の時間に、保護者の労働などによりその保護が受けられない児童を対
象に、安全を確保し、適切な遊びと生活の場を提供することにより、健全な
育成を助長するため放課後児童会を開設しています。

放課後児童会

子ども達の居場所 小学校へ通う子ども達が、放課後に安全か
つ自由に遊ぶことのできる場所です。

学校が終わった後、家で一人お留守番させるのは心配…

今までは保育園だったけど、

　　　　　　小学生からはどうしたらいいの？

をご利用ください！

問合せ：青少年育成課

（第４土曜日は除く）
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【フリースペースとは？】
　放課後の子どもの居場所作りとして、市内の全小学校の運動場で子ども達がボー
　ルなどを使って自由に遊べるように実施されている事業です。

現在、長宝寺小学校及び岩船小学校は平日毎日、それ以外の小学校は毎週水曜日に実施し
ています。

放課後児童会 実施場所

フリースペース

土曜日は拠点児童会での開会になります。詳しく
は青少年育成課まで。

児 童 会 名　　　　　 場　　所　　　　　定　員　　　　　　　　　 対　象　地　域

放課後児童会のアルバイト指導員さん、フリースペースのボランティアさんをそれぞれ募集
しています。詳しい内容等は担当課にてご案内しています。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　問合せ：青少年育成課

お手伝いしてくれる方を募集しています

問合せ：青少年育成課

交野児童会 交野小学校内 ８０人

８０人

８０人

８０人

８０人

８０人

８０人

８０人

８０人

９０人

４０人

４０人

交野小学校内

星田小学校内

郡津小学校内

交野児童会分室

郡津児童会分室 郡津児童会分室

星田児童会

岩船児童会

倉治児童会

妙見坂児童会

長宝寺児童会

旭児童会

藤が尾児童会

私市児童会

岩船小学校内

倉治小学校内

妙見坂小学校内

長宝寺小学校内

旭小学校内

藤が尾小学校内

私市小学校内

倉治小学校区内

妙見坂小学校区内

長宝寺小学校区内

旭小学校区内

藤が尾小学校区内

私市小学校区内

郡津児童会

私部１～８丁目（私部４丁目12～77番除く）、
青山１～５丁目

私部西１～５丁目（私部１丁目10～32番、36～
49番、５丁目21～32番除く）、私部南１～４丁目
向井田１～３丁目

郡津１丁目37～43番、52、53、55、57～70
番「、郡津２～５丁目、幾野６丁目、松塚

幾野１～５丁目、郡津１丁目４～56（37～43、
52、53、55除く）

星田小学校区内

岩船小学校区内
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４か月児健診時に絵本についてのお話をしています。実際に絵
本の読み聞かせや、手遊びなど。

ブックスタート

毎月２回、倉治図書館と青年の家図書室で開催し
ています。絵本の世界を楽しんで頂くために、対
象年齢は特に定めておりません。どなたでも自由
に参加でき、絵本選びや手遊びの参考に参加され
る方もおられます。

内容）絵本の読み語りを中心に手遊びやわらべ歌など約３０分のプログラムです。
日時）倉 治 図 書 館：毎月第２・４水曜  / １５:３０～１６:００
　　　青年の家図書室：毎月第２・４金曜  / １５:３０～１６:００

とき）毎年８月と１２月　　対象）小学校中学年くらいまで
場所）青年の家図書室

とき）毎年８月と１２月　　対象）小学校中学年くらいまで
場所）倉治図書館

おはなし会

イベントのご案内
おはなし会や

※参加してくれた子ども達を対象に、スタンプカード
　をお渡しています。１回の参加でスタンプ１つ、夏
　と冬に開催する「おはなし会スペシャル」では、ダ
　ブルスタンプになります！いっぱいになると素敵な
　プレゼントがもらえるかもしれません。
　（倉治・青年の家共通）

問合せ：図 書 館

絵本を介しての赤ちゃんとのふれあい

お散歩がてらに立ち寄って見ては？

おたのしみ会
簡単な工作をメインに読み聞かせをします♪

お話会スペシャル

と　き）不定期

場　所）倉治図書館・青年の家図書館
人形劇やおはなしライブなど

を不定期で行います

イベントの詳細は　

チラシやポスター、

図書館HPなどで

お知らせします。

10

※内容はおたのしみ会と同じ

（絵本を一冊プレゼントします）



ブンブン号は主に図書館から離れた地域の皆さんに対する全域サービスを目
指し、市内１２ヶ所のステーションを隔週で巡回しています。

図書館では平成２８年度より市内公共施設、地域の自治会館、店舗などに図書
館のリサイクル本を置き、読書の推進を図ると共に地域の触れ合いの場となる
よう「町の図書館」を設置しています。

ゆうゆうセンター前／私市山手ちびっこ広場前／星田西体育施設前／郡津駅
前（松塚公園）／磐船駅北１号公園／藤が尾／星田会館前／妙見坂（松下中
央児童公園）／南星台公／妙見東（中央公園北）／星田山手自治会館前／星
田山手１丁目

星田会館（星田）
森区民ホール（森南）
さくら丘会館（天野が原町）
倉治いこいの郷（倉治）
青年の家（私部）
市役所別館（私部）
ゆうゆうセンタ－（天野が原町）
いきいきランド（向井田）
枚方信用金庫（私部西）
近畿大阪銀行（私部）

京都信用金庫（私部）
第１児童センター（幾野）
ハワイアンカフェハレラニ（郡津）
特別養護老人ホーム 美来（倉治）
特別養護老人ホーム 天の川明星（藤が尾）
きんもくせい特別養護老人ホーム（星田）
さくらでんき（星田）
介護老人保健施設 青山（青山）
ソトカフェ（私市）
向井田集会所（向井田）

【設置場所一覧】

ほんほん

よむよむ
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