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教育に関する相談　

令和2年度 市の無料相談（保存版）

□問 各担当
教育相談　□問 教育センター ☎892-8203

就学相談　□問 指導課 ☎810-0522
日時　月～金曜日 9:00 ～ 17:00　場所　青年の家

日時　月～金曜日 9:00 ～ 17:30　場所　青年の家
進路選択支援相談（要予約）　□問 学務保健課 ☎810-8011
日時　月・水・金曜日 15:00 ～ 17:30
場所　ゆうゆうセンター
予約　人権と暮らしの相談課 ☎817-0997

法律・行政に関する相談　

□問 人権と暮らしの相談課☎817-0997
予約は相談日の１週間前9:30から電話窓口で。
法律相談（定員4人。要予約）

夜間法律相談（定員6人。要予約）

日時　月・木曜日 14:00 ～ 16:00
場所　ゆうゆうセンター

日時　奇数月の第4木曜日 18:00 ～ 21:00
場所　ゆうゆうセンター
行政相談（予約不要）
日時　第4金曜日 13:30 ～ 16:00
場所　ゆうゆうセンター
行政相談〈巡回相談〉（予約不要）
日時　第2金曜日 13:30 ～ 16:00（10月は不開催）
場所　市内会場（要問い合わせ）　
登記相談（定員4人。要予約）
日時　奇数月の第2水曜日 13:00 ～ 15:00
場所　ゆうゆうセンター
土地建物相談（定員6人。要予約）
日時　偶数月の第2火曜日 13:30 ～ 16:30
場所　ゆうゆうセンター
相続・遺言書など作成相談（定員4人。要予約）
日時　第4水曜日 13:00 ～ 15:00
場所　ゆうゆうセンター

暮らしや人権に関する相談　

□問 人権と暮らしの相談課☎817-0997
人権擁護委員による相談

人権なんでも相談

日時　第3木曜日 10:00 ～ 12:00
場所　ゆうゆうセンター

日時　月・水・金曜日 13:00 ～ 15:00
場所　ゆうゆうセンター
女性のための相談（要予約）
日時　第1（祝日の場合第3）水曜日 14:00 ～ 17:00
場所　ゆうゆうセンター
就労相談（要予約）
日時　月～金曜日 10:00 ～ 12:00、12:45 ～ 16:00
場所　ゆうゆうセンター
若年者のための就労相談（要予約）
日時　奇数月の第３水曜日　14:00 ～ 16:00
場所　ゆうゆうセンター
対象　15 ～ 39 歳とその家族
市民相談
日時　月～金曜日 9:00 ～ 17:30
場所　ゆうゆうセンター
消費者相談（できれば事前連絡）☎891-5003
日時　月～金曜日 9:30 ～ 12:00、12:45 ～ 16:00
場所　消費生活センター（ゆうゆうセンター内）　

障がい福祉に関する相談　

□問 障がい福祉課 ☎893-6400　 895-6065
障がい者福祉相談

障がい者（児）相談

▷身体障がい者　第3水曜日 13:00 ～ 15:00
▷知的障がい者　第3月曜日 13:00 ～ 15:00
▷精神障がい者　第3金曜日 13:00 ～ 15:00
場所　ゆうゆうセンター

健康・福祉に関する相談　

□問 各担当
福祉なんでも相談　□問 社会福祉協議会 ☎895-1185
日時　月～金曜日 9:00 ～ 17:30　場所　ゆうゆうセンター
経済面での困りごと相談 □問 社会福祉協議会 ☎895-1185
日時　月～金曜日 9:00 ～ 17:30　場所　ゆうゆうセンター

日時　月～金曜日 9:00 ～ 17:30　場所　ゆうゆうセンター
高齢者福祉相談　□問 地域包括支援センター ☎893-6426

でんわ健康相談　□問 健康増進課 ☎893-6405
日時　月～金曜日 9:00 ～ 17:30

ひとり親家庭相談　□問 子育て支援課 ☎893-6406
日時　月～金曜日 9:00 ～ 12:00、12:45 ～ 17:00
場所　ゆうゆうセンター

子育てに関する相談　

□問 各担当
育児相談　□問 倉治こども園 ☎891-1116
日時　火・水・木曜日 13:00 ～ 15:00　場所　倉治こども園
育児相談（要予約）
▷あさひ認定こども園 ☎ 892-0206
　日時　木曜日 13:00 ～ 15:00
▷くらやま認定こども園 ☎ 892-8433
　日時　金曜日 13:00 ～ 15:00

日時　月～金曜日 9:00 ～ 17:30　場所　ゆうゆうセンター
子ども子育て総合相談　□問 健康増進課 ☎893-6405

子ども子育て総合相談
□問 交野市立地域子育て支援センター ☎810-8270
日時　月～金曜日 9:00 ～ 17:30
場所　交野市立地域子育て支援センター
※いずれの相談も祝日を除きます。

※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。

※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。

日時　月・火・水・金曜日 10:00 ～ 16:00　場所　ゆうゆうセンター

FAX

バスケット

①6歳～小学校低学年

②小学生高学年

③中学生・高校生

①小学生低学年

②小学生高学年

中学生～一般

小学生・中学生

16歳以上

小学3年生～中学生

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

4,800円
※ユニフォーム代
8,640円

6,800円

5回券 4,500円
1回券1,000円

4,300円

1,400円
年間14,500円

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

サブアリーナ

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

2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）

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（サッカー教室小学生クラスを除く）

一般

①3歳～小学2年生

②小学3年生

③進級クラス

小学生以上

60歳以上

16歳以上

①年中・年長

②小学生




