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教育に関する相談

令和2年度 市の無料相談

□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
※令和3年1月からは､15～44歳とその家族対象。
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

※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

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 いきいきランド交野

アウトドア

日時　11/21(土)9:00～16:00
場所　倉治・滝町集会所
内容　安全や作業の講義、竹炭焼き、樹木調べ
対象　18歳以上　費用　1,000円(保険、資料代)
持ち物　弁当、筆記用具、歩きやすい服装・靴
申込・□問 交野里山ゆうゆう会 ☎892-0121

里山保全推進員養成講座自然

農業への理解と収穫物の地元消費を願って開催し
ます。家族そろってお越しください。
日時　11/28(土)9:10～11:30
※雨天決行。販売は9:30から。売り切れ次第終了。
場所　いきいきランド交野　ミルキーウェイ沿い
内容　農産物、新米、花、加工品、物品の販売
※今年は規模縮小のため、イベントや飲食等の出
　店はありません。
□問 JA北河内交野中央支店 ☎892-3001

第43回農業まつり農業

いきものふれあいセンターまでのハイキング道(国
見山経由)を歩きながら、渡ってきた冬鳥を観察し
ます。
日時　11/22(日)9:00～15:00(雨天中止)
場所　津田駅前バスロータリー
持ち物　弁当、飲み物、雨具、あれば双眼鏡・野鳥図
　鑑
費用　無料　指導　交野野鳥の会
申込　当日集合場所
□問 いきものふれあいセンター ☎893-6520

かたの環境講座2020
初冬のバードウオッチング環境

クイズやゲームなどを楽しみながら歩きます。個
人・グループ・家族でご参加ください。
日時　11/29(日)10:00～13:00(雨天中止)
コース　ほしだ園地(星のブランコ)
定員　100組(小学4年生以下保護者同伴)
費用　無料　
持ち物　筆記用具、飲み物、タオル、帽子
申込　当日10:00～11:00にほしだ園地内ピトン
　の小屋横広場(定員先着順。受付後随時スタート)
□問 交野みどりネット事務局 ☎892-0121

里山大好きウオークラリー2020自然

美と健康をテーマにした教室です。内面からの健
康美を目指しましょう。

場所　いきいきランド交野　多目的室
対象　16歳以上　定員　各12人
費用　1回1,000円、回数券(5回)4,500円
持ち物　上靴、タオル、飲み物
申込・□問 いきいきランド交野
　　　  プールフロント
　　　  ☎894-1187(Web予約優先)

Health&Beauty教室スポーツ

月曜日10:30～11:30
月曜日13:00～14:00
水曜日10:30～11:30
水曜日13:00～14:15
水曜日15:30～16:30
月曜日19:15～20:30
木曜日19:30～20:30
土曜日  9:45～10:45
日曜日  9:45～10:45
日曜日11:00～12:00

やさしいヨガ
体幹ヨガ
動かすピラティス
メディカルピラティス
機能改善ヨガ
ピラティスベーシック
骨盤調整ヨガ
モーニングヨガ
機能改善ヨガ
はじめてのピラティス




