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2.3%
冷房から

23.3%
自動車から

暖房から

15.7%

照明・家電製品などから

32.7%
給湯から

15.1%

毎日の生活の中で
こんなに二酸化炭素が

出ている！

23.3%
自動車から

3.5%
ゴミから
1.8%
水道から

15.7%
暖房から

2.3%
冷房から

15.1%
給湯から

5.6%
キッチンから

32.7%
照明・家電製品などから

2017年度

内訳

家庭からの

約4,480［kgCO2 /世帯］
出典）温室効果ガスインベントリオフィス

二酸化炭素が出る量

未来の
ために

　1世帯あたりの年間二酸化炭素排出量
は平均約4.5㌧。そのほとんどが電気・
ガス・ガソリンなどのエネルギーを使う
ことによるものです。家庭での「省エネ」
行動こそがCOOL CHOICEなのです。
　もし、全世帯がこの排出量を20%減ら
すことができれば、交野市だけで約3万㌧、
日本全国で約4,500万㌧もの二酸化炭素
を減らすことができるのです。

何をすればいいの？

　COOL CHOICEとは、地球温暖化の原因となる二酸化炭素などの温室効果ガスの
排出量を減らすため、日常の行動から環境のためになる行動を選ぶ「賢い選択」を促す
国民運動で、市も昨年の環境フェスタからこの運動に参画しています。
　未来へつなぐ環境づくりのため、みなさんも今から始めましょう。
問環境衛生課 ☎892-0121

クール チョイス



3

　市は、昨年の環境フェスタ以降、さまざまなイベント等でみなさんにCOOL CHOICEへの
賛同登録を呼びかけ、1/31現在で1,662人ものみなさんから賛同をいただいています。
　次のページで紹介する環境フェスタでも賛同を呼びかけています。また、パソコンやスマホ
からも賛同登録はできますので、ぜひ登録をお願いします。

あなたも賛同登録しませんか？

https://www.city.katano.osaka.jp/docs/2019073100041/file_contents/COOLCHOICEbingo.pdf

https://ondankataisaku.env.go.jp/coolchoice/lets_coolchoice_entry/new/

　人により、家庭によりいろいろありますが、
一般的なものは上のイラストのとおりです。
　また、子どもたちにも日頃からの行動を知っ
てもらうための「クールチョイスマスターへ
挑戦！」のビンゴ塗り絵もありますので、ぜひ
未来を担う子どもたちにもCOOL CHOICEを
教えてあげてください。

　表紙の写真は昨年のにぎわいフェスタで、
星型のシールに「私たちができるCOOL 
CHOICE」を書いてもらったものです。いきいき
ランド交野入り口にありますので、ぜひ見に
来てください。

具体的な行動は？

ビンゴ塗り絵はこちら



w 2020.2月17日（ラフ4)

• •J 

合年もやります

1 大人気イベント！

. ：三旦：［
ー
、

天野川に向かって大声MAX!
規定レベルを超えた人には
認定書をお渡しします。

おりひめちゃんや星のあまんを
はじめ、近隣市等のゆるキャラ
大集合。アマノンガー も来ます。

゜

． 

第1駐車場

•交野産野菜、竹炭、手づくリもノ、クレープの販売
• エコカーの展示 ●献血 •パッカー車積み込み体験 •小型家電回収
グリ ―ンビレッジ南側

•ちゃんぽんや豚汁などのあったかグルメ •お餅つき体験
天体研修センター

•コンサー ト（合唱やバイオリン演奏等）、」AXAや環境に関するDVD上映
•機織り体験等、おでかけ屋台、手作り腐葉土配布

01階
•環境を考えるブース展示 •リュース自転車 ・ 本 •ステージ(4う―参照）
•環境ポスター、エコ川柳展 •おりひめちゃんを描こう
02階
•物々交換大バザール ●てづくりお もちゃ ・ キャンドルづくり
•国際宇宙ステーションの窓（宇宙からの視点で地球の環境を見直そう）

耀境コエス5とコラポ 1 豊かな自然
：大阪市立大学理学部附属植物園の無料入園 l 
フェスタ当日に限り入園料が無料です 。
ミニガイド‘ツアー（①10:30～ ②13:30~。各1時間程度）もあります 。
※園内の駐車場は利用できません。

l 第6回かたのカンヴァス2019-2020 l 
期間限定！アー トな巨大カエルが出現！
匡 3/15------3/29の土 ・ 日曜日、祝日

10:00------17:00 (3/29は13:00まで）
E•譴私市水辺プラザ

゜ ゜

in 交1,2a2a
今年で15回目を迎える覇境フェスタ。

今年もたくさん遊んで、覇境につい＾てたくさん学びましょう。

一 3/15叩：3□~16：叩

に·譴星の里いわふね
（ 閲かたの環境フェスタ市民会議事務局0892-0121 ] 

� 

ステ ー ヨコロクラム

2020.2月17日（ラフ4) ・ロ

塙保護のた
にご協力く

時 間 内 容
9:30 開会宣言

゜ ゜ 届
9:30 私市太鼓（私市っ鼓）
9:50 親境アクションPRコ ーナー

10:10 チアリーディング(PIXIES)
l□:5ロ ゆるキャラ大集合 1
11: l□ 環境OXクイズ（関西創価高校）
11 :4ロ リユース自転車抽選会1
13：ロロ セレモニー

市民会議代表 ・ 市長あいさつ
ポスター絵画 ・ 川柳表彰式 ＊マイ箸、マイバッグの

13:2ロ アマノンガーショ― 持参をお願いします。
＊徒歩 ・ 自転車 ・ 公共交通

14:55 渫境アクションPRコ ーナー 機関でお越しください。
15:lロ リユース自転車抽選会2 当日は、河内磐船駅と
15:40 河内音頭（スターダスト河内） 会場をつなぐシャトル
16:00 閉会あいさつ バスも運行しています。
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広報かたのが変わります
□問 秘書広報課広報担当☎892-0121

　4月号以降、広報かたのが変わります。主な変更点は次のとおりです。
①4月号から、横書きの文章を読みやすくするため、今月号までの右綴じ・右開きから、左綴じ・左開きに変更し
ます。

②4月号から、より見やすい色使いを目指し、お知らせ等の定型レイアウトには、主にカラーユニバーサルデザ
イン推奨の配色を使用します。

③5月号から広報紙の紙を今までの紙より発色の良いマットコート紙に変更します。

民生委員児童委員のみなさん
□問 福祉総務課☎893-6400

　民生委員児童委員は地域の身近な相談役です。悩み事などの相談にのり、必要に応じて関係機関を紹介しま
す。相談の秘密は守られますので安心してご相談ください。
　民生委員児童委員と担当地域は表のとおり（敬称略）です。委員の連絡先を知りたい場合は、お問い合わせく
ださい。

1丁目1～2番、21～24番、31～34番、41番
5丁目1～2番、7～13番
1丁目3～20番、25～30番
35～40番、42～55番

4丁目12番、15～45番、50～80番

5丁目3～6番、14～26番
6丁目44～57番

2丁目
3丁目13～14番、17～23番、25～30番
3丁目1～12番、15～16番、24番
4～5丁目

1丁目1～21番、28～45番、57番
2丁目1番
1丁目22～27番、46～52番、60番以降
2丁目（1番除く）
3丁目

2丁目12～34番

原田章子

北尾春樹

梶健治

村上祥子

門前澄子

重村君子

近藤洋子

髙田茂

小枝玲子

谷敬子

冨田昌彦

貞本桂子

髙橋慶二

西岡和夫

山岸秀子

広瀬タミ子

はらだあきこ

きたおはるき

かじけんじ

むらかみしょうこ

もんまえすみこ

しげむらきみこ

こんどうようこ

たかだしげる

こえだれいこ

たにけいこ

とみたまさひこ

さだもとけいこ

たかはしけいじ

にしおかかずお

やまぎしひでこ

ひろせたみこ

まえだめぐみ

ふじたけいこ

みうらきよこ

いしかわちよこ ひらたかおる

私部

私部西

私部南

青山

向井田

前田惠

藤田恵子

石川千代子

加地俊信

梅が枝

倉治

6丁目1～43番

7～8丁目（行殿除く）

8丁目（行殿のみ）

1～3棟、44棟、45番以降

19～24棟

32～37棟

3丁目1～36番

1・6丁目

1丁目

1～4丁目

1～5丁目

2丁目1～11番
3丁目
4丁目1～11番、13～14番

三浦喜代子

平田かおる

藤田壽一

佐藤孝子

野々下美千代

25～29棟、31棟

4～5丁目

2丁目
3丁目37～60番

新庄桂子
7丁目27～53番
8～9丁目

艮圭司 7丁目1～26番

38～43棟

表
　
紙

表
　
紙

右開き 左開き
今月までの広報 来月からの広報

さとうたかこ

かじとしのぶ

ののしたみちよ

ふじたじゅういち

うしとらけいじ

しんしょうけいこ
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向井京子
むかいきょうこ

上嶋素直
うえしまもとなお

7丁目

川名秀男
かわなひでお

4～5丁目

辻敏孝

4丁目（1番1号～11番21号除く）
5丁目

2丁目（1～7番を除く）
3～5丁目

1丁目1・3～4番1～2棟
2～4丁目

1～2丁目
3丁目（2～3番、11～16番除く） 岩倉八愛子東倉治

神宮寺

郡津

原田和彦

森田晴夫

山口ふみよ

乾弘子

川埜有子

田和喜代美

森田道代

谷悦二

鍵野恭子

戸井史治

北野智子

森田晴夫

奥田順子

田中芳文

貞松道子

安東千枝子

玉井八惠子

板岡順一

赤井克好

前内安一

鎌田元治

宮本芳昭

永田登

大東隆義

やまぐちとしこ

にしかげしおり

まつしたよしずみ

たかはしとしお

こがよしえ

たにともみ

たまだきよみ

かわもとえつこ

珠數顯

新見和子

廣瀬美貴子

山口利子

西䕃志緒里

松下良澄

髙橋利男

古賀よし枝

谷智美

玉田清美

河本悦子

島田眞由美
幾野

天野が原町

松塚

森南

森北

寺

藤が尾

星田

星田北

星田西

南星台

妙見坂

妙見東

星田山手

私市

私市山手

主任
児童委員
（市内全域）

1～2丁目

1丁目1～14番

1丁目（1～14番除く）

2丁目

4丁目（1～16番除く）

5丁目（1～7番除く）

6丁目

8丁目（7～11番、33～41番除く）

9丁目

1～2丁目

6～7丁目

1～3丁目
4丁目1番1号～11番21号

2～3丁目

1～2丁目

1～2丁目　

1～4丁目、寺南野、傍示

6～7丁目

1丁目4番3～12棟

1丁目4番13～15棟
5～6丁目
1丁目
4丁目

2丁目37～44番
3・5丁目

6～7丁目

1丁目
2丁目1～7番

1～3丁目

1丁目1～24番
2～3丁目
1丁目25番以降
4～5丁目

奥野のり子

岩倉八愛子

木田清美

おくののりこ

いわくらやえこ

きだきよみ

ひらまつみつじ

なかけいこ

たつみのぶこ

いしばしたよこ

はらだかずひこ

やまうちみのる

つじとしたか

もりたはるお

やまぐちふみよ

いぬいひろこ

かわのゆうこ

たわきよみ

もりたみちよ

たにえつじ

かぎのきょうこ

といふみはる

きたのともこ

いわくらやえこ

いまほりやすの

3～5丁目

2丁目

2丁目

1丁目

1丁目

今堀やすの

中啓子

巽延子

石橋多代子

3～4丁目

3丁目

山内実 5～6丁目

1～52番平松光二

田中由紀

2丁目1～36番

8～9丁目

1～2丁目 3～5丁目

片岡京子
かたおかきょうこ

いどやすこ

山本洋二
やまもとようじ

井戸靖子

米澤千賀

森岡幸子

平田尚子

札埜千夏

南田麗子

札埜雅美

藤田良子

河辻眞

向井斎子

もりたはるお

おくだじゅんこ

たなかよしふみ

さだまつみちこ

あんどうちえこ

たまいやえこ

いたおかじゅんいち

かまだもとはる

みやもとよしあき

ながたのぼる

おおひがしたかよし

あかいかつよし

まえうちやすかず　

じゅずあきら

にいみかずこ

ひろせみきこ

しまだまゆみ

たなかゆき

よねざわちか

むかいときこ

みなみだれいこ

ふだのちなつ

かわつじまこ

もりおかさちこ

ふだのまさみ

ひらたなおこ

ふじたりょうこ

1丁目
4～5丁目

3丁目2～3番、11～16番
4～5丁目

3～5丁目
8～9丁目

3丁目
5丁目23～26番、29～78番
4丁目
5丁目1～22番、27～28番

3丁目
8丁目7～11番、33～41番
4丁目1～16番
5丁目1～7番

1～2丁目
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郡津跨線橋下
自転車置場

イズミヤ

青年の家

農協
武道館

交野市駅

至枚方市

私市会館

国道168号線

私
市
駅

自転車駐車場

星田
駅 星田駅前

自転車駐車場

あさひ幼児園

星田駅東
自転車駐車場
（移送自転車保管場所）
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自転車の駐車マナーを守りましょう
□問 道路河川課☎892-0121

　路上放置された自転車は、通行の妨げや事故の原因にもなるほか、災害時の防災活動の妨げにもなります。
自転車は、必ず所定の自転車駐車場に停めましょう。みなさんのご協力をお願いします。

放置禁止区域に放置された自転車・原動機付自転車
は、保管場所に移送します。
▷星田駅周辺の放置自転車：星田駅東保管場所
　☎891-8767
▷河内磐船駅および河内森駅周辺、郡津駅周辺、交野
市駅周辺、私市駅周辺の放置自転車：河内森駅東保
管場所☎892-5870
返還手続き
手続きに必要なもの　通知はがき、自転車のかぎ、　
　本人確認書類
返還時間　土・日曜日、祝日、年末年始を除く
　9:00～17:30
費用　自転車1,500円、原動機付自転車2,500円

放置自転車は移送します

河内磐船・河内森駅周辺 郡津駅周辺

交野市駅周辺

星田駅周辺

私市駅周辺
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軽自動車税種別割に関するお知らせ
□問 税務室☎892-0121

令和2年度から「軽自動車税」は「軽自動車税種別割」に名称が変わります。
軽自動車税種別割は、毎年4月1日現在の対象車両所有者に課税されます。4月2日以降に廃車してもその年度分
の税が課税されます。
対象車両　原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車（公道の走行有無に関わらず）・二輪の小型自動車
申告期限　▷登録：購入・譲受等から15日以内
　　　　　▷廃車：廃棄・譲渡等から30日以内
申告書類等（原動機付自転車・小型特殊自動車の場合）
▷登録：印鑑、販売証明書等
▷廃車：印鑑、標識交付証明書等・交野市のナンバープレート
　※古物販売許可を持つ人以外の第三者が申告する場合は委任状等が必要です。
申告場所
▷原動機付自転車・小型特殊自動車：市役所本館1階税務室税務総務係
▷排気量125ccを超える二輪車：大阪運輸支局（寝屋川市）☎050-5540-2058
▷三輪・四輪の軽自動車：軽自動車検査協会（高槻市）☎050-3816-1841

軽自動車の廃車申告はお早めに

軽自動車税種別割の税率

軽自動車税種別割の減免申請期間は、納税通知書が届いてから（5月上旬予定）納期限（5月末日）までです。
減免の詳細については、広報紙5月号または納税通知書に同封しているご案内をご覧ください。

軽自動車種別割の減免

原付・ミニカー・オートバイ・小型特殊自動車

（※）電気・天然ガス軽自動車を除く車両については、いずれも平成17年排出ガス基準75％低減達成車又は
　  平成30年排出ガス基準50％低減達成車に限る。

軽自動車のグリーン化特例
平成31年4/1～令和2年3/31の間に初度検査を受けた軽自動車のうち、下記の車両は、令和2年度のみ、
下表のとおり軽自動車税種別割が軽減されます。

車　種
税　率（年額）

対象基準（※）と税率の軽減率

乗　用

貨　物
標準税率

75％軽減
電気
天然ガス
軽自動車

令和2年度燃費基準
＋30％達成車両

令和2年度燃費基準
＋10％達成車両

平成27年度燃費基準
＋35％達成車両

平成27年度燃費基準
＋15％達成車両

50％軽減 25％軽減

3　輪

乗用 自家用
営業用
自家用
営業用

自家用
営業用
自家用
営業用

4輪乗用

4輪乗用

3，900円 
10，800円 
6，900円 
5，000円 
3，800円 

3，100円
7，200円
5，500円
4，000円
3，000円

  3，900円
10，800円
  6，900円
  5，000円
  3，800円

  4，600円
12，900円
  8，200円
  6，000円
  4，500円

1，000円
2，700円
1，800円
1，300円
1，000円

2，000円
5，400円
3，500円
2，500円
1，900円

3，000円
8，100円
5，200円
3，800円
2，900円貨物

4
輪

2，000円
2，400円
3，700円
3，600円
6，000円
2，400円
5，900円

車種区分

原動機付自転車

2輪の軽自動車（125cc超250cc以下）
2輪の小型自動車（250cc超）
小型特殊自動車

税率（年額）
排気量50cc以下、51cc～90cc  
91cc～125cc
ミニカー 50cc以下

農耕用(トラクター等)
その他(フォークリフト等)

3輪・4輪の軽自動車

　

車　種　区　分

3　輪

税率（年額）
初度検査年月(※)が

①平成27年3月
以前の車両

②平成27年4月
以降の車両

③初度検査後13
年を超える車両

※初度検査年月とは、
　その車両の初回番号指定時の
　検査年月のことです。
　車検証に記載されています。
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京
阪
電
車

Ｊ
Ｒ
学
研
都
市
線

交
野
久
御
山
線

第
二
京
阪
道
路

郡津東

倉治

向井田 2

森

幾野 2

第二中

第一中

倉治小

交野小

文

文

文

文

文

関西創価中学校
関西創価高校交野

支援学校
交野
支援学校

文
交野高校

いきいきランド交野いきいきランド交野

関西電力
枚方変電所

●
交野警察署

●
交野
市役所

● 交野郵便局

●
倉治公園倉治公園

Ｈ

I

交野マラソン2020
か た の

　　4月19日（日）
交通規制のお知らせ
!

I 地点付近の詳細地図
11：20以降は、交野久御
山線の    で塗られた車線
（片道）は車両通行ができ
ます。
点線　  の矢印はランナ
－が通過するルートです。

側道側道

交野久御山線
本道

側道側道

交野高校交野高校

私部
グラウンド
私部
グラウンド

←

〈交通規制の時間〉
区　間 交通規制時間 区　間 交通規制時間

スタート⇒A

A ⇒ B

B ⇒ C

C ⇒ D

D ⇒ E

E ⇒ F

F ⇒ G

G ⇒ H

H ⇒ I

I ⇒ ゴール

9：00～11：20

9：45～11：20

9：45～11：25

10：50～11：35

10：55～11：45

10：55～11：50

11：00～11：55

11：05～12：10

9：00～12：25

9：00～12：30
大会当日は、ご不便・ご迷惑をおかけしますが、
ご協力をお願いします。

消費者相談 お試しのはずが定期購入。解約通知は郵送で。

Ｑ

A

助言

お試しで小袋500円のダイエットサプリメントをネット通販で買いました。しかし実際は定期購入
で、毎月定価1万円の商品が継続で送られてきます。解約したいのですが電話がつながらず困って
います。

通信販売の画面に記載されている業者住所に宛てて、配達記録つき郵便で解約の通知をしま
しょう。

通信販売は、定期購入であることを示す表示義務がありますが、わからなかったという苦情が一向
に減りません。注文確定の最終画面に注意して、それをスクリーンショット（画面の撮影）、印刷し保
存する習慣をつけましょう。当センターまでご相談ください。

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　

※交通規制の時間は、当日の競技状況によって変更する場合がありますので、
ご了承ください。 
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4月1日からごみの収集曜日が変わります
□問 環境事業課☎892-2471

　収集曜日が変更になる地域がありますのでご注意ください。
また、資源ごみの「缶・びん・乾電池等」と「新聞・雑誌・段ボール等」が月2回収集に変わります。変更後の収集曜
日は下表のとおりです。
※収集曜日の変更等は、3月上旬から新しい「交野市ごみ出しマニュアル」を市内の全戸に配布しますので、そ
ちらでもご確認ください。

地　　区

青山
天野が原町
幾野
梅が枝
私市
私市山手
私部（次2行の地域除く）
私部4丁目77～80番
私部8丁目12・14・18・19・32番
私部西
私部南
倉治
郡津
神宮寺
寺
寺南野
南星台（次行の地域除く）
南星台1丁目・2丁目1～5番
東倉治
藤が尾
傍示
星田
星田北
星田西
星田山手
松塚
妙見坂
妙見東
向井田
森
森北
森南

月・木
月・木
月・木
火・金
火・金
火・金
月・木
月・木
月・木
火・金
月・木
月・木
月・木
月・木
月・木
月・木
火・金
火・金
月・木
火・金
木
火・金
火・金
火・金
火・金
火・金
火・金
火・金
月・木
月・木
月・木
月・木

火
金
火
月
月
月
火
火
金
月
金
金
火
金
金
金
木
木
金
月
木
木
月
木
木
月
木
木
火
金
金
金

第1・3水
第2・4水
第1・3水
第2・4水
第1・3水
第1・3水
第1・3水
第2・4水
第1・3水
第1・3水
第1・3水
第1・3水
第2・4水
第1・3水
第1・3水
第1・3水
第2・4水
第2・4水
第1・3水
第2・4水
第1・3木
第2・4水
第2・4水
第2・4水
第2・4水
第2・4水
第2・4水
第2・4水
第1・3水
第1・3水
第1・3水
第1・3水

第2・4金
第2・4火
第1・3金
第1・3木
第2・4木
第2・4木
第2・4金
第1・3金
第1・3火
第1・3木
第2・4火
第1・3火
第1・3金
第2・4火
第2・4火
第2・4火
第2・4月
第1・3月
第1・3火
第2・4木
第2・4木
第1・3月
第1・3木
第2・4月
第2・4月
第1・3木
第2・4月
第2・4月
第2・4金
第2・4火
第2・4火
第2・4火

第4水
第3水
第2水
第3水
第4水
第4水
第4水
第3水
第4水
第4水
第4水
第2水
第3水
第2水
第2水
第2水
第1水
第1水
第2水
第3水
第2水
第1水
第1水
第1水
第1水
第3水
第1水
第1水
第4水
第2水
第2水
第2水

曜　　日

燃やすごみ 廃プラ 缶・びん・
乾電池等

新聞・雑誌・
段ボール等

粗大ごみ・
有料粗大ごみ
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教材に「絵で読む伊勢物語」(和泉書院)を使用し、1
年を通して読み解きます。
日時　5月～翌年3月の第4木曜日14:00～16:00
　(8・12月は休講。全9回)
場所　青年の家学びの館1・2号館
対象　市内在住・在勤者　定員　66人(抽選)
費用　4,500円
講師　元摂南大学外国語学部教授　松本節子さん
申込　はがきに①氏名(ふりがな)②郵便番号③住
　所④電話番号を記入し、3/20(祝)〈消印有効〉まで
　に社会教育課「文学講座」
　〒576-0052　私部2-29-1
※教室の案内は3月下旬に送ります。
□問 社会教育課 ☎892-7721

文学講座文化

まつもとせつこ

イベント情報

前川沿いの生き物を調べながら歩きます。
日時　3/17(火)9:30～15:00(雨天中止)
集合　河内磐船駅
コース　交野高校→かいがけの道・傍示の里→河
　内磐船駅(約5㌔)
持ち物　昼食、飲み物、帽子、筆記用具、バインダー、
　あれば双眼鏡・ルーペ
申込・□問 交野みどりネット事務局 ☎892-0121

第19回交野しぜんしらべたい自然

日時　3/25(水)14:30～15:30
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♪による大型絵
　本「しりとりのだいすきなおうさま」、パネルシ
　アターでおいしいものを作ろう！ほか
定員　60人程度　費用　無料
申込　直接会場
□問 青年の家図書室 ☎893-4881

ブンブン劇場文化

青年の家

アウトドア

星のまちめぐり
交野降星伝説と星田三山巡り観光

ハイキングマップではあまり知られていない星田
の古道を歩きます。岩場が多いので山歩きの不慣
れな人・健脚でない人はご遠慮ください。
日時　4/4(土)9:00～15:00(雨天中止)
集合　星田駅
コース　星の森→星田古道→日高山・星田山・北山
　師岳(星田三山)→星田妙見宮→光林寺→星田神
　社・星田寺→星田会館(おもてなし)→星田駅
定員　50人(先着)　費用　500円
持ち物　昼食、飲み物、雨具等
※昼食は700円で注文できます。
申込・□問 星のまち観光協会 ☎070-2838-9690

健康づくりのため、ウオーキングを始めませんか。
日時　3/27(金)9:15～11:30
集合　ゆうゆうセンター1階休日診療所側
　　　健康増進センター
コース　さくらコース・妙見坂方面リフレッシュ
持ち物　健康手帳(ない人は当日渡します)、飲み物、
　タオル、帽子、雨具等
申込　当日集合場所
□問 健康増進課 ☎893-6405

星のまち歩く歩くDAY健康
ぽ　 　　  ぽ

絵画入門教室は3月のロビー展示に向けた作品を
作ります。
期間　4月～翌年3月
▷絵画入門教室：第2・4木曜日
▷トールペイント教室水曜コース：第2・4水曜日
▷トールペイント教室金曜コース：第2・4金曜日
時間　10:00～12:00　場所　青年の家
対象　市内在住・在勤者　定員　20人(抽選)
費用　年間1万4,300円
　(前期5,200円、後期9,100円)
講師　絵画入門：宮崎和代さん、トールペイント：
　西島奈穂子さん
申込　はがきに①希望教室名②氏名(ふりがな)
　③郵便番号④住所⑤電話番号を記入し、3/20(祝)
　〈消印有効〉までに社会教育課
　〒576-0052　私部2-29-1
※教室の案内は3月下旬に送ります。
□問 社会教育課 ☎892-7721

文化教室文化

みやざきかずよ

に し じ ま な お こ
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①3/25(水)～28(土)8:30～9:30
②3/25(水)～28(土)9:30～10:30
③3/29(日)～4/1(水)8:30～9:30
場所　いきいきランド交野
対象　3歳～中学生　費用　5,500円
定員　①80人　②60人　③80人
持ち物　水着、バスタオル、あればゴーグル
申込・□問 いきいきランド交野プールフロント
　　　  ☎894-1187

春休み短期水泳教室スポーツ

月8回程度。日程は1か月前に窓口・ホームページ
に掲示。都合の良い日に参加してください。
内容　卓球、バドミントン、スポーツ吹矢等
対象　小学生以上(小学生は保護者同伴)
費用　1回300円(1回2時間。登録制)
申込・□問 星の里いわふね ☎893-3131

スポーツを楽しむ会スポーツ

間近で生の落語をお楽しみください。
日時　4/19(日)13:30開場、14:00開演
場所　星の里いわふね　対象　小学生以上
出演者　桂南天ほか2人
費用　前売券1,000円、当日券1,500円
券の販売　(窓口)3/5(木)9:00～
　　　　　(電話予約)3/5(木)10:00～
□問 星の里いわふね ☎893-3131

桂南天の会　其の十七文化
かつらなんてん

星の里いわふね

「できる！楽しむ！つづく！」をコンセプトにした
健康運動プログラムです。
日時　4/2(木)10:30～11:30
場所　いきいきランド交野２階　多目的室
対象　60歳以上　定員　10人(先着)
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

LaLaLa Fit 無料体験会スポーツ
ラ ラ ラ フ ィ ッ ト

よさこいソーランまつり
「宝deよさこいソーラン」文化

日時　3/20(祝)14:00～16:30
場所　星の里いわふね
出演　ソーラン隊「宝」、関学よさこい連　炎流、嘉
　們、市内小学生有志、和太鼓演奏者　佐伯篤宣さ
　ん、天水連、飯田華那さん
費用　500円(中学生以下無料)
申込・□問 星の里いわふね ☎893-3131

えんりゅうたから か

もん さえきあつのぶ

てんすいれん いいだはな

いきいきランド交野

3教室全て参加すると、ミズノスクールバッグをプ
レゼントします。
▷走り方教室：3/25(水)15:30～16:30
▷跳び箱教室：3/26(木)15:30～16:30
▷鉄棒教室：3/27(金)15:30～16:30
場所　いきいきランド交野
対象　新小学1～3年生　費用　各1,200円
※指定のシューズ購入で走り方教室は無料。
定員　走り方：20人、跳び箱・鉄棒：各15人
持ち物　室内シューズ、飲み物、タオル
申込　3/1(日)10:00からWEB予約
□問 いきいきランド交野プールフロント
　☎894-1187

新学期直前　苦手克服WEEKスポーツ

ひったくり防止カバー
無料取り付けキャンペーン防犯

自転車の前カゴにカバーを取り付けます。
日時　3/11(水)10:30～(小雨決行)
場所　いきいきランド交野　駐輪場周辺
対象　自転車での来場者　定員　50人(先着)
□問 危機管理室 ☎892-0121
　交野警察署 ☎891-1234

紙を巻いてパーツを作り、花やチョウ、動物などを
作ります。
日時　5月～11月の第1・3火曜日10:00～12:00
場所　青年の家学びの館2号館
対象　市内在住・在勤者　定員　15人(抽選)
費用　7,200円、材料2,000円、基本セット600円
講師　梶本博子さん
申込　はがきに①教室名②氏名(ふりがな)③郵便
　番号④住所⑤電話番号を記入し、3/13(金)〈消印
　有効〉までに社会教育課
　〒576-0052　私部2-29-1
□問 社会教育課 ☎892-7721

楽しいペーパークイリング教室文化

かじもとひろこ
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日時　3/15(日)13:00～15:00
場所　ゆうゆうセンター2階　集団指導室
内容　遺言・相続、成年後見、内容証明の作成等
申込　直接会場
□問 行政書士会枚方支部 ☎090-2111-6667

行政書士による日曜無料相談会相談

ゆうゆうセンター

高血圧の放置は危険です。高血圧の病態や血圧測
定方法、今日から実践できる減塩ポイントについ
てお伝えします。みそ汁の塩分測定あり。
日時　3/18(水)13:30～15:30(受付13：15～)
場所　ゆうゆうセンター2階　体験学習室
対象　16～74歳で血圧が130/85mmHg以上の人
定員　35人(先着)
講師　管理栄養士、保健師
持ち物　筆記用具、飲み物、健診結果、家庭のみそ
　汁100㎖程度、電卓
申込・□問 3/11(水)までに電話・FAX・Eメールで
　健康増進課 ☎893-6405　□FAX　892-0525
　　kenkou@city.katano.osaka.jp

知って得する高血圧の話健康

①3/16(月)：口腔機能測定、実技等
②3/23(月)：結果の返却、口の機能アップに関する
　取り組み紹介等
時間　9:40～11:10　対象　65歳以上の市民
場所　ゆうゆうセンター1階　審査会室
定員　20人(先着)　費用　無料
持ち物　飲み物、②は歯ブラシ、コップ2個、タオル
申込・□問 3/2(月)から高齢介護課 ☎893-6400

元気度知ろう会「口腔機能測定」健康

太陽光発電の有効活用と蓄電池
～日常と非日常に備える～環境

日時　3/21(土)10:30～12:00
場所　ゆうゆうセンター2階　体験学習室
定員　30人　費用　無料　持ち物　筆記用具
講師　ニチコン㈱電源センター　西山昌樹さん
申込・□問 交野みどりネット事務局 ☎892-0121

にしやままさき

星の里いわふね

場所　星の里いわふね　対象　未就園児親子
定員　各10組　費用　1組6,000円
申込・□問 3/9(月)から参加費を添えて
 星の里いわふね ☎893-3131
月曜クラス
日程　4/6～6/22の月曜日(4/13・5/4除く)
▷リトミック教室「ひまわり①組」
時間　9:30～10:20　対象　2歳～就園前
▷リトミック教室「ゆり①組」
時間　10:20～11:10　対象　1歳6か月～2歳
▷リトミック教室「ひまわり②組」
時間　11:10～12:00　対象　2歳～就園前
水曜クラス
日程　4/1～6/24の水曜日(4/29・5/6・6/10除く)
▷リトミック教室「ひまわり③組」
時間　9:30～10:20　対象　2歳～就園前
▷リトミック教室「ゆり②組」
時間　10:20～11:10　対象　1歳6か月～2歳
▷リトミック教室「ちゅーりっぷ組」
時間　11:10～12:00　対象　1歳～1歳6か月
木曜クラス
日程　4/9～6/25の木曜日(4/30・5/7除く)
▷ベビーマッサージ教室「たんぽぽ組」
時間　9:30～10:20　対象　2～8か月
▷あかちゃん教室「もも組」
時間　10:20～11:10　対象　6～12か月
▷プレリトミック教室「さくらんぼ組」
時間　11:10～12:00　対象　10か月～1歳3か月

親子教室春の部子育て

①4/1(水)9:30～　  ②4/2(木)9:30～
③4/3(金)9:30～　  ④4/22(水)9:00～
⑤4/24(金)9:30～　⑥4/25(土)9:00～
⑦4/30(木)9:30～
場所　星の里いわふね
定員　12人(先着)　費用　5,000円(全7回)
持ち物　筆記用具、タオル(古いもの)、エプロン、軍
　手、昼食、飲み物
申込・□問 3/1(日)～20(祝)に星の里いわふね
　　　  ☎893-3131

陶芸教室文化
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優良運転者表彰の申請には、安全運転者講習を毎
年7月1日を基準日として、毎年1回以上受講する
ことが必要です。
①3/14(土)10:00～
　ゆうゆうセンター4階　交流ホール
②3/16(月)19:00～、私部会館
③3/18(水)19:00～、交野会館
※いずれも駐車場はありません。また、受付は開始
　時間の30分前からです。
持ち物　受講カードまたは会員証(受講済記録を
　押印します)
□問 危機管理室 ☎892-0121
　枚方交野交通安全協会 ☎843-2288

春の交通安全運転者講習会交通
安全

スポット展示
「ちょっと昔のおひなさま」文化

市民のみなさんからの寄贈品を展示します。
期間　3/29(日)まで(月・火曜日休館)
場所　教育文化会館内　歴史民俗資料展示室
費用　無料
□問 社会教育課文化財係 ☎893-8111

図書館で不用になった本を無料提供します。
日時　3/8(日)10:00～13:00
場所　倉治図書館2階　視聴覚室
※来場多数の場合は整理券を配布し、入場制限を
　する場合があります。
申込　直接会場
□問 倉治図書館 ☎891-1825

本のリサイクル・フェア図書

その他施設(市内)

健康づくりに役立つ市オリジナルの体操です。
①3/4・18(水)10:30～11:30
　ゆうゆうセンター4階　多目的ホール
②3/12・26(木)13:30～14:30
　青年の家武道施設
③3/13・27(金)10:30～11:30
　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80人　費用　無料
持ち物　飲み物、②③は上履き
申込　直接会場
□問 高齢介護課  ☎893-6400

元気アップ体操クラブ健康
空き家の所有者だけでなく、将来相続予定等、空き
家に関わる人全般を対象に、空き家の課題や対策
をお伝えします。
セミナー
日時　3/19(木)19:00～20:00(18:30受付)
場所　市役所別館3階　小会議室
個別相談会(要予約、定員4組)
時間　3/19(木)20：00以降、1組30分
申込・□問 3/13(金)〈必着〉までに電話・FAX・Eメール
　で都市計画課 ☎892-0121　□FAX　893-2636
　　tosi@city.katano.osaka.jp

空き家セミナー・個別相談会くらし

初心者OK。必要な技術を丁寧に指導します。
日程　4～9月の月3回日曜日
①年長～小学校低学年:13:00～15:00
②小学校低学年～高学年:15:00～17:00
場所　星田西体育施設　定員　各20人(先着)
費用　9,000円(全18回)
講師　江頭伸一さん、耳野裕樹さん
持ち物　上履き、飲み物、タオル
申込・□問 3/4(水)10:00から参加費を添えて
　　　  星田西体育施設  ☎893-7721

フットサル教室スポーツ

えとうしんいち み み の ゆ う き

健康づくりのため、運動習慣を身につけましょう。
日時　4～7月と9月の水曜日10:00～12:00
休講日　4/1・29・5/6・7/29・9/23
場所　星田西体育施設
対象　16歳以上の女性　定員　40人(先着)
費用　7,200円(全18回)
講師　竹平富美子さん
持ち物　上履き、飲み物、タオル
申込・□問 3/11(水)10:00から参加費を添えて
　　　  星田西体育施設  ☎893-7721

女性体育教室スポーツ

た け ひ ら ふ み こ
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お知らせ父母の離婚等により、父または母と生計を同じく
していない児童(18歳になって最初の3月31日ま
で。一定の障がいがある場合は20歳未満)を監護す
る母、監護し生計を同じくする父、父母以外の養育
者(児童と同居・監護・生計維持をする人)に支給さ
れます。婚姻等、受給資格がなくなった時は、すぐ
に届け出をしてください。
また、受給には公的年金給付との支給調整や本人
と扶養義務者(同居の親族)の所得制限、支給要件な
どの条件があります。
次回の定例払いは3/11(水)です。
□問 子育て支援課 ☎893-6406

児童扶養手当の定例払い子育て

対象　次のいずれかに該当する人
①身体障がい者手帳1・2級を持っている
②療育手帳Aを持っている
③療育手帳B1と身体障がい者手帳3～6級を持っ
　ている
④精神障がい者保健福祉手帳1級を持っている
⑤難病等の受給者証を持っており、障がい年金(ま
　たは特別児童扶養手当)1級に該当する
※所得制限があります。助成開始は申請月から。
※ひとり親医療助成が終了する人のうち、上記の
　要件に該当する人は、新たに重度障がい者医療
　助成を受給できます。
申込・□問 障がい福祉課 ☎893-6400

重度障がい者医療助成福祉

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付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　3/14(土)・3/29(日)9:00～12:00
場所　市役所本館1階　市民課
※必ず本人がお越しください。
※混雑時は、お待ちいただくことがあります。
※申請時来庁方式については、ホームページまた
　は市民課までお問い合わせください。
□問 市民課 ☎892-0121

マイナンバーカード
 土・日曜日受付・交付申請

市役所で申請・受け取りができます。
取扱内容　新規申請、切替、記載事項変更、増補　
　(ページ数追加)、交付
対象　日本国籍で市内に住民票がある人、または
　市内に居住(居所申請)している人
※居所申請については、住民登録している市町村
　の住民票が必要です。
日時　月～金曜日(祝・休日、年末年始除く)
申請　9:00～16:30　交付　9:00～17:30
場所　市役所本館1階　パスポートコーナー
交付までの日数　約2週間
※受け取りは、申請した場所のみで、本人以外の受
　け取りはできません。
※府パスポートセンターでも手続きはできます。
※ダウンロード申請書も受付しています。詳細は
　外務省ホームページをご覧ください。
　https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/

□問 市民課 ☎892-0121

パスポートの申請申請

制度・業務
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固定資産の価格等の
閲覧・縦覧と審査の申し出税

固定資産課税台帳の閲覧
固定資産課税台帳を閲覧することで、土地・家屋の
評価額や税額などを確認できます。
期間　4/1(水)～
費用
▷4/1(水)～6/1(月)：無料
▷6/2(火)以降：写しの交付1件あたり300円
対象
①固定資産税の納税義務者またはその代理人(委
　任状が必要)
②納税義務者と同居の親族
③納税管理人
④借地借家人
　(賃貸借関係の分かる契約書等が必要)
縦覧帳簿の縦覧
縦覧により、自分の所有する土地・家屋の評価額と
他の土地・家屋の評価額とを比較できます。
期間　4/1(水)～6/1(月)
費用　無料
対象
①固定資産税の納税者またはその代理人(委任状
　が必要)
②納税者と同居の親族
③納税管理人
閲覧・縦覧場所
市役所本館1階　税務室固定資産税係
※いずれも、本人確認のための運転免許証・健康保
　険証・納税通知書などが必要です。
固定資産価格の審査申し出
家屋の新増築や土地の分合筆などで、新たに決定
された固定資産の価格(評価額)に不服がある場合
は、納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算
して3か月以内に、固定資産評価審査委員会に審査
の申し出ができます。
□問 税務室 ☎892-0121

税・保険・年金
20歳以上の人は全て国民年金の被保険者となり、
保険料の納付が義務付けられていますが、所得が
基準額以下で保険料納付が困難な学生は、在学中
の納付が猶予される制度が設けられています。
対象　各種学校(対象校に限る)、大学(大学院)、短
　期大学、高等学校、高等専門・専修学校等、一部の
　海外大学の日本分校に在学する学生
所得基準　118万円＋扶養親族等の数×38万円
　＋社会保険料控除等
申請書類　学生証、年金手帳、本人確認ができるも
　の(運転免許証、マイナンバーカード等)
申込　住民登録をしている市町村役場の国民年金
　担当窓口(交野市は医療保険課)
※令和2年4月以降の申請は、4/1(水)からです。
※2年前の分まで申請できます。
□問 医療保険課 ☎892-0121
　枚方年金事務所 ☎846-5011

国民年金保険料の学生納付特例年金

募集
放課後児童会指導員募集求人

子どもと接することが好きな人を募集します。詳
細は次のQRコードからご確認ください。
募集人数　若干名　勤務場所　市内小学校児童会
賃金　指導員：月額18万6,100円(別途賞与あり。
　　　児童会での勤務経験者対象)
　　　アルバイト指導員：時給1,008円
　　　フリー(代替)指導員：時給1,008円
申込　電話で青少年育成課(後日面接)
□問 青少年育成課 ☎892-7721
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募集

契約期間　4/20(月)～翌年3月末
対象　市内在住者　
費用　年8,000円(畠山農園のみ年4,000円または
　7,000円)〈令和3年度に費用改定予定あり〉
※応募多数の場合は抽選します。
※応募は1世帯1農園1区画です。
※「条件付」は、日照少・水はけ悪・異形等の立地的
　条件がありますが、一般区画と同じ利用料金で
　す。
※農園に駐車場はありません。
※水は各自ご用意ください(水路からの取水は禁
　止)。
※果樹を育てるのは禁止です。
申込　往復はがきに、①住所②氏名③電話番号④希
　望農園(一般・条件付〈畠山農園のみ小または中〉)
　を1つだけ記入し、3/13(金)〈消印有効〉までに
　「農政課内　市民農園運営協議会」宛
　〒576-8501　(住所記入不要)
□問 農政課 ☎892-0121

市民農園利用者募集農業

条件付
区画数

小1中5

一般
区画数募集農園 所在地

井上農園

東 農 園

北田農園

有家農園

畠山農園

吉岡農園

札埜農園

松本農園

平田農園

奥田農園

中井農園

森南農園

向井農園

私市1-4付近

私市4-14付近

私部南2-24・25

倉治3-59

郡津5-96-7南側

寺1-16付近

藤が尾5-15

星田6-16前道路向い

星田9-12

星田北2-73と80間付近

星田北3-18東側

森南1-32

森南1-35南側

11

5

5

2

3

6

3

1

1

4

20

10

1

1

2

受付期間や試験日程等の詳細はお問い合わせくだ
さい。
対象　18～32歳
□問 自衛隊守口出張所 ☎06-6997-7339

自衛官候補生を随時募集求人

趣味や仕事で培った特技・知識・経験を生かしてボ
ランティアとして活躍しませんか。
日時　3/18(水)13:00～15:00
場所　ボランティアセンター
対象　市内と周辺在住・在勤・在学者
参加費　無料
申込・□問 ボランティアセンター ☎894-3737

特技ボランティア募集福祉

道具の使い方やアイデアの出し方を学び、自由な
発想で創作活動を行うクラブです。
日時　4月～翌年3月第2・4土曜日9:30～12:00
場所　星の里いわふね　創作研修室
対象　市内在住の新小学4～6年生
定員　36人(抽選。定員に満たない場合は中学生も
　入会可)
費用　年6,000円、その他活動により実費
申込・□問 3/2(月)～6(金)に①氏名(ふりがな)②生年
　月日③性別④小学校名⑤学年⑥住所⑦電話番号
　を電話・Eメールで青少年育成課 ☎892-7721
　　 ikusei@city.katano.osaka.jp

交野市少年少女発明クラブ会員募集教育
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水道局では、「安全でおいしい水」を供給するため、
定期的に水質検査を行っています。この検査の詳
細を記した｢令和2年度水質検査計画｣を3月から
公開します。
計画は水道局ホームページや主要公共施設にある
冊子で閲覧することができます。
https://www.city.katano.osaka.jp/soshiki/suidouk/

□問 水道局浄水課 ☎893-6281

水質検査計画を公開水道

ごみ減量やリサイクル推進の参考とするため、自
治会・PTA・子ども会等の団体で行っている、古紙・
古着・アルミ缶などの集団回収の実態を把握する
調査を実施しています。
協力団体には、資源回収袋をお渡ししています。
昨年の協力団体には、今年度の調査協力について
の案内を送りますので、引き続きご協力をお願い
します。また、新たにご協力いただける団体があり
ましたら、お問い合わせください。
□問 環境総務課 ☎892-0121

資源ごみの集団回収実績調査調査

市の制度や手続き、歴史等の情報を一冊にまとめ
た「かたの暮らしの便利帳」を3月初旬～下旬にか
けて市内の全戸に配布します。みなさんの暮らし
の手引きとしてお役立てください。
この冊子は、㈱サイネックスとの共同発行で、作
成・配布にかかる全ての経費は広告料により賄っ
ています。
□問 秘書広報課広報担当 ☎892-0121

暮らしの便利帳を全戸配布しますくらし

次の案件に関するパブリックコメントの結果は次
のとおりです。結果概要は市役所本館2階情報公開
コーナー、市ホームページ、案件の担当部署で公開
しています。
交野市における今後の高齢者、障がい者等に対す
る外出支援策(「ゆうゆうバス」に代わる新たな高
齢者、障がい者等への外出支援)(案)
意見の募集期間　12/20～1/31
意見の件数　5,908件
担当部署　ゆうゆうセンター1階　福祉総務課
　　　　　☎893-6400
第一中学校区魅力ある学校づくり事業　工事期間
中の教育環境の在り方について(素案)
意見の募集期間　12/9～1/10
意見の件数　72件
担当部署　青年の家1階　学校規模適正化室
　　　　　☎810-8010

パブリックコメントの結果報告

お知らせ

竹の伐採など、里山整備活動を一緒にしませんか。
日時　①3/18(水)9:30～12:00
　　　②3/22(日)9:30～12:00
※雨天中止。1日だけの参加可。
場所　①奄山ふれあいの森(星田9丁目)
　　　②星田ふれあいの森(星田6丁目)
対象　小学4年生以上(小学生は保護者同伴)
定員　各10人　費用　無料
持ち物　飲み物、タオル、帽子
服装　長袖・長ズボン、作業できる靴
※必要な道具は貸与します。
申込・□問 交野みどりネット事務局 ☎892-0121

里山ボランティア募集環境

えんざん

四交クリーンセンターへの持ち込みごみ(有料)の
電話予約受付を、以前は時間外であった12:00～
13:00も受け付けます。なお、持ち込み時間の変更
はありません。
受付時間　9:00～17:00
予約電話番号　893-0505
□問 環境事業課 ☎892-2471

持ち込みごみ（有料）の
電話予約受付時間が変わりますくらし

交野市ごみ出しマニュアル22㌻、「在宅医療廃棄
物について」の、URLおよびQRコードが変更と 
なっていました。
正しくは、次の通りです。
https://www.city.katano.osaka.jp/docs/

2017041000041/file_contents/zaitaku.pdf

□問 環境事業課 ☎892-2471

ごみ出しマニュアルの
一部URLとQRコード変更おわび
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お知らせ

3/1(日)～7(土)、全国一斉に春の火災予防運動が展
開されます。消防本部(署)では、「ひとつずつ いい
ね！で確認 火の用心」をスローガンに消防訓練の
指導、消防対象物への立入検査などを行います。
また、3/7(土)11:00～12:00、フレンドタウン交野
店、カインズ交野店で、消防団と合同で子供用防火
衣の着装体験、住宅用火災警報器の展示、消防車両
との写真撮影等を行います。
３つの習慣
▷寝たばこは、絶対やめる。
▷ストーブは、燃えやすいものから離れた位置で
　使用する。
▷ガスコンロなどのそばを離れるときは、必ず火
　を消す。
４つの対策
▷逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を設
　置する。
▷寝具や衣類及びカーテンからの火災を防ぐため
　に、防炎品を使用する。
▷火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器
　等を設置する。
▷お年寄りや身体の不自由な人を守るために、隣
　近所の協力体制を作る。
□問 消防本部予防課 ☎892-0012

春の全国火災予防運動消防

市役所の点検に伴う停電や、システムメンテナン
スのため、交付サービスを一時停止します。ご理
解・ご協力をお願いします。
停止期間
①3/7(土)9:00～17:00
②3/9(月)～10(火)の全日
□問 ①総務課 ☎892-0121
　②市民課 ☎892-0121

コンビニ交付サービスの一時停止証明書

昨年10月から無償化が開始されています。今年4
月から新たに無償化の対象となる人は、申請が必
要です。
対象　幼稚園・認定こども園・認可外保育施設等を
　利用する3～5歳児クラスの子どもと、住民税非
　課税世帯の0～2歳児クラスの子ども
※詳細はホームページをご覧ください。
　https://www.city.katano.osaka.jp/docs/2019082000042/

□問 こども園課 ☎893-6407

幼児教育・保育無償化の申請子育て

4月から星田会館市民サービス
コーナーをご利用ください。証明書

3/31(火)をもって、星田出張所・星田コミュニ
ティーセンターが廃止されます。4/1(水)からは、星
田会館内の市民サービスコーナーで住民票・戸籍
証明・印鑑証明等の発行申請ができますのでご利
用ください。
なお、税の証明や印鑑登録、住民異動の届は市役所
本館の市民課までお越しください。
□問 市民課 ☎892-0121

大阪管区気象台への
照会電話番号が変わりますくらし

4/1(水)から、天気の照会をする場合は次の番号へ
おかけください。また、気象庁ホームページやテレ
ビのデータ放送でも、より詳細なデータが確認で
きます。
▷天気相談所(平日8:45～17:30)
　☎06-6949-6304
▷自動音声による情報提供(休日含む24時間)
　☎06-6949-0185
□問 大阪管区気象台 ☎06-6949-6304

ガソリンの携行缶での
購入に関する法律が変わりました消防

昨年7月に発生した京都市伏見区の火災を受け、携
行缶でガソリンを購入する人に対し、ガソリンス
タンド等の事業者は次のことが義務付けられまし
た。みなさんのご理解・ご協力をお願いします。
①本人確認を行うこと
②使用目的の確認を行うこと
③販売記録の作成を行うこと
ガソリンを購入する時の注意点
①ガソリンは灯油用ポリ容器に入れることはでき
　ません。
②ガソリン携行缶に貼られている注意事項に留意
　して取り扱ってください。
③セルフスタンドにおいても、ガソリン容器への
　詰替えは、ガソリンスタンドの従業員が行う必
　要があります。
□問 消防本部予防課 ☎892-0012
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環境フェスタ内で献血を行います。
日時　3/15(日)9:30～12:00、13:00～15:30
場所　星の里いわふね　第1駐車場
□問 福祉総務課 ☎893-6400

献血にご協力ください福祉

世界自閉症啓発デー・
発達障害啓発週間福祉

毎年4/2は「世界自閉症啓発デー」、4/2～8は「発
達障害啓発週間」です。
世界自閉症啓発デーin OSAKA 2020
発達障がい講演会を開催します。
日時　4/8(水)14:00～16:30
場所　府立男女共同参画・青少年センター
　(ドーンセンター)7階　ホール
定員　500人(4/3(金)までに要申込)
府内主要建物のブルーライトアップ
日時　4/2(木)日没～23:00
場所　大阪城天守閣、咲洲庁舎、ドーンセンター　
　(21:30まで)、通天閣、天保山大観覧車(22:00ま
　で)、万博記念公園太陽の塔
□問 府民お問合せセンター ☎06-6910-8001

妊産婦・乳幼児がいる家庭は、通常の非常用
物品に加え、妊産婦・乳幼児用の備えが必要
です。災害時にすぐに行動できるよう、次の
ものをリュック等にひとまとめにし、いつで
も持ち出せるようにしましょう。
▷必ず携帯するもの：母子健康手帳、健康保
　険証、診察券
※母子健康手帳は、妊娠・出産・産後の経過の
　記録があり、医療従事者が健康状態を把握
　することができます。
▷妊産婦：お薬手帳、生理用品、タオル、清浄
　綿、マタニティーマーク
▷乳幼児の保護者：粉ミルク、調乳用の水、哺
　乳瓶、哺乳瓶の消毒剤、授乳ケープ、離乳食、
　紙おむつ、肌着・服、下着、お尻拭き、歯ブラ
　シ、子どもの医療証、おんぶひも
□問 健康増進課 ☎893-6405

「妊産婦・乳幼児がいる
家庭の災害への備え」

健康コラム

一人で悩まず専門の相談機関にご相談ください。
こころの健康相談統一ダイヤル
期間　3/1(日)9:30～31(火)17:00(期間中24時間
　対応)
電話番号　0570-064-556
※一部のIP電話等からは接続できません。
こころのLINE電話相談
QRコードからLINEの友達登録の上、無料通話機能
で相談できます。この相談は3月末で終了します。
※トークによる相談は行っていません。
　また、運用上既読になることがあり
　ますが、相談員には内容は伝わって
　いません。
こころの健康に不安を感じたら
▷こころの相談電話 ☎06-6607-8814
　月・火・木・金曜日9:30～17:00(祝日除く)
▷四條畷保健所精神保健福祉相談 ☎878-1021
　平日9:00～17:45
□問 障がい福祉課 ☎893-6400

3月は「自殺対策強化月間」です福祉

▷肝炎検査(無料、予約制)
日時　第2火曜日9:30～10:30
▷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9:30～10:30
▷骨髄ドナー登録(無料･予約制)
日時　第1・3月曜日9:30
▷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
▷結核相談(随時、予約制)
▷指定難病・小児慢性特定疾病等の相談(随時、予
　約制)
▷飲料水(井戸水)等の検査(有料)・検便(腸内細菌)
　等(有料)・ぎょう虫卵(有料・予約制)
日時　毎週火曜日(祝日を除く)9:30～11:30
※4月以降、受付日等が変更になります。詳細は、次
　へお問い合わせください。
茨木保健所検査課 ☎072-620-6706
▷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
□問 四條畷保健所 ☎878-1021
※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

保健所だより健康
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machiphoto

酒蔵で日本酒造りを見学した後に、日本酒と体にやさしいおつま
みを試飲・試食しながら、健康的なお酒の飲み方について学んで
いました。

いつまでもおいしいお酒を飲むために
山野酒造　お酒健幸塾

1
18

参加者たちは機械が立ち並ぶ中央監視室や浄水場が誇る生物接
触ろ過池などを見学し、薬品を使わない環境にやさしい水道水
づくりから、環境の大切さを学んでいました。

交野の水で環境を学ぶ
星の里浄水場　交野みどりネット講座

1
23

第1部は女性活躍推進優良事業者の表彰、第2部はシンガーソン
グライター悠以さんによるトーク＆コンサートがありました。
自らも性同一性障害で悩んだ過去の話や、性的マイノリティも自
分らしく生きることができる社会への願いの込められた歌が披
露されました。

誰もが自分らしく生きれる社会へ
ゆうゆうセンター　男女共同参画フェスティバル

2
1

明治・大正・昭和の衣服にスポットをあて、市民から寄贈された
ものを中心に展示されています。
この催しは4/12（日）まで開催されています。

ちょっと昔の着物たちが勢ぞろい
教育文化会館　企画展示「ちょっと昔の交野」

1
22～

ゆ い
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信子 育 て 通

先着12組。
〈要申込〉3/23（月）～

水曜日のみ1歳6か月まで。3/24（火）・26（木）・31（火）は就園児
も利用可。  
ミニお別れ会で製作しよう。

月～金曜日9:30～17:00

火～土曜日10:00～17:00

遊戯室・お庭の開放

お部屋の開放

3/17（火）10:30～リサイクルDay

3/31（火）10:30～ありがとうの日

親子教室「令和生まれの
おともだち集まれ～」 3/10（火）10:00～11:00

保育士による手遊びや読み聞かせ、保育室開放。  

お部屋の開放 水・金・土曜日
10:00～16:00

さくらんぼクラブ 3/16（月）10:00～12:00
専門スタッフによる親子体操指導。おおむね2歳～。定員20
組。〈要予約〉電話にて  いきいき親子体操 3/17（火）13:00～13:40

雨天や地面の状態が悪い場合は中止です。  園庭開放 3/11・18（水）10:00～12:00

お部屋の開放
月～金曜日
9:00～12:00、
13:00～15:00

●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。

●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

●交野市立地域子育て支援センター　☎810-8270

●星田地域子育て支援センター　☎860-7193　星田こども園内

●認定こども園　交野保育園　☎891-6203

入園入学のあれこれ。
劇団おい～でによる劇。
大好評のリサイクル。

スタッフから感謝を込めて。

0歳～おおむね3歳。祝日と第1児童センター休館日はお休み。  
3/5（木）10:30～
3/10（火）11:00～

おしゃべり会
トッピーとルイ歌遊び

こりす組
うさぎ組
こあら組
らいおん組

4/8（水）10:00～11:00
4/10（金）10:00～10:45
4/16（木）10:00～10:45
4/17（金）10:00～10:45

3か月～9か月
10か月～1歳3か月
1歳4か月～1歳11か月
2歳～

3/9（月）10:30～11:00たまて箱

育児相談会

音大生による音楽会を楽しもう。  3/16（月）10:30～11:00
6～12か月。定員10組。きょうだいは入室できません。
〈要申込〉3/2（月）～ 
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対象。定員10人。子どもの入室はで
きません。〈要申込〉3/2㈪～  

3/23（月）10:30～11:30

SP企画
あかちゃんと一緒に
骨盤ケア

3/18（水）
10:00～マタニティヨガ
11:30～ふれあいタイム

マタニティヨガ＆
ふれあいタイム

トイレトレーニング。
1歳～。定員10組。〈要申込〉3/2（月）～3/13（金）10:30～11:30

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。  

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。3/25（水）は就園児も利用可。  

受付は10:00～

保育付き講座
「スクラップブッキ
ング」

3/13（金）10:00～11:30
3階　展示活用室

写真をかわいくデコレーション。
持ち物:はさみ、子どもの写真3枚〈要申込〉3/2㈪～ 

卒つどい式＆パネル
シアター 3/18㈬11:00～

先着10組。きょうだいの保育はありません。
〈要申込〉3/2（月）～

わ
く
わ
く
ラ
ン
ド

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。

3/12（木）13:30～14:30

3/9・23・30（月）
9:30～11:30
3/2（月）15:00～16:30

子育て講座「食事と
生活リズム」

雨天や地面の状態が悪い場合はお部屋開放を行います。  

雨天中止。  
親子戸外遊び

先着10組。きょうだいの入室はご遠慮ください。
〈要申込〉2/27（木）～ 
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あまだのみや幼児園
☎892-1351
あさひ幼児園
☎892-0206

〈園庭〉毎週月・火・木・金曜日14:00～
15:00、毎週水曜日13:00～14:00

〈園庭〉3/10（火）9:30～11:00
〈室内〉3/5（木）9:30～11:00
〈園庭〉3/10（火）9:30～11:00
〈室内〉3/5（木）9:30～11:00
〈園庭〉3/10（火）9:30～11:00
〈室内〉3/13（金）9:30～11:00

園庭開放は雨天中止。
保育ではありません。駐車場はありません。
 

春の製作とお山遊び。2017年4/2～2018年4/1
生まれ。先着30組。〈要申込〉随時受付。
☎894-2697 

祝日は休みです。駐車場はありません。 ひかりの子幼稚園
☎891-9000 〈オイルを使ったベビーマッサージ〉

3/13（金）10:00～11:30
〈園庭・室内〉
3/4（水）10:50～11:40

0～2歳。先着20名。
〈要申込〉3/2㈪～9㈪に電話受付。

2015年4/2～2017年4/1生まれ。 開智幼稚園
☎892-3488

くらやま幼児園
☎892-8433

〈ぴよぴよ教室〉
3/7㈯9:15～10:45

ほしだ幼稚園
☎891-3856

●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。

ぴよぴよ離乳食
講習会

4/7㈫
2階　お年寄り健康教室
〈ミニ講座開催〉
①13:50～14:20
②14:30～15:00
③15:10～15:40

離乳食のすすめ方や作り方について。4～7か月の乳児を持つ保
護者対象。自由に見学できます。
持ち物:筆記用具

4か月児健診
1歳6か月児健診
2歳6か月児歯科健診
3歳6か月児健診

4/7（火）12:50～14:00受付
3/17（火）12:50～14:00受付
3/24（火）12:50～14:15受付
3/11（水）12:50～14:00受付

2019年11/11～12/10生まれ
2018年8月生まれ
2017年9～10月生まれ
2016年8月生まれ

持ち物:母子健康手帳

●乳幼児の健診と相談　健康増進課　☎893-6405　ところ　ゆうゆうセンター2階

●教室・講座　健康増進課　☎893-6405　ところ　ゆうゆうセンター

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

●一時預かり保育　※事前に登録が必要です。詳細は各施設。

4/1（水）9:20～12:00
2階　プレイルーム

助産師による授乳相談、赤ちゃんの身長･体重測定、保健師・栄養
士のミニ講座。1～3か月の赤ちゃん対象。先着8組。持ち物:母子
健康手帳、タオル。
〈要申込〉3/5㈭～※年間通しての参加は1人1回です。

ミルキィベビー
教室

①赤ちゃんを知ろう
4/1（水）9:20～12:00
②妊娠中も健康に！
4/9（木）9:20～12:00
③家族で赤ちゃんを迎え
よう！
4/25（土）9:20～12:00
2階　体験学習室

①赤ちゃん人形を使っての実習、産前･産後の体の変化、ケアに
ついて、赤ちゃんとママが知って得する情報
②知って得するにんぷごはんのススメ、お口の健康教室、赤ちゃ
んとのふれあい
③パパも一緒に沐浴･妊婦体験（祖父母もご参加ください）
持ち物:母子健康手帳、筆記用具、パパママ学級テキスト（ない人
は200円で販売）、②はみそ汁（100cc程度）と新しい歯ブラシ代
100円　①②は自由参加〈③は要申込〉3/5㈭から先着順

パパママ☆マタ
ニティー教室

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

●病児保育　交野病院　☎891-0331
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すべりだい

新井 洋行　すずき出版
児
童
書

フリージングで作りおき
離乳食　　改訂版
松尾 みゆき　新星出版社

一
般
書

まつお

インタビューズ
堂場 瞬一　河出書房新社
どうばしゅんいち

急報 聡四郎巡検譚 5
上田 秀人　光文社
うえだひでと　　　　　　　

うえはらこうじ
不屈の心

上原 浩治　ポプラ社
夏井いつきの365日季語手帖　2020年版

夏井 いつき　レゾンクリエイト
なつい

おでかけしようか
っしょに読んで  赤ちゃんの絵本

お出かけの好きな子どもは多いようです。「おでかけしようか」にこっ！「くつをはいて」わくわく！
「ぼうしをかぶって」わーい！そして、「すいとう」「リュック」と、子どものテンションがどんどんと上
がっていくでしょう。まだまだ、持っていくものがありますよ。どこに行くの？と思っていると、子
どもたちの大好きな場所に到着です。リズミカルにお出かけの様子が描かれています。読み終える
ととても楽しい気持ちになっているでしょう。さあ子どもたちと一緒に「おでかけしようか」。

い

BOOK COOK&

❶ 鍋にかつお出汁を沸かし、鶏もも肉を入れて煮る。
❷ 玉ねぎを加えて煮ながら、灰汁（アク）を取る。
❸ 油揚げ、かまぼこを加える。
❹ 砂糖、塩、淡口しょうゆを加えて、味つけする。

❺ ときたまごを鍋にまわし入れる。
❻ 丼などの器にうどんを入れて、❺を注ぎ入れ
たら、菜の花を上に散らす。

お家で作ろう学校給食メニュー

「菜の花の卵とじうどん」

今月のおすすめ本
BOOK

COOK

材料（４人分）

準　備

作
り
方

大阪YWCA千里子ども図書室：ぶん　大塚いちお：え　福音館書店

1. 鶏もも肉、油揚げは、食べやすい大きさに切る。
2. かまぼこ、玉ねぎは、薄切りにする。
3. たまごは、ときほぐしておく。

4.菜の花は、２ｃｍ幅に切り、下茹でしておく。
5.かつお削り節から、出汁をとっておく。
6.うどんは、茹でておく。

・うどん・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・鶏もも肉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・油揚げ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・かまぼこ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・たまご・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・玉ねぎ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・菜の花・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・砂糖・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・塩・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・淡口しょうゆ・・・・・・・・・・・・・・・・・
・かつお出汁・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

4玉
80㌘
20㌘
24㌘
2個

200㌘
40㌘

小さじ1/2
少々

大さじ２と1/2
800cc

倉治図書館(☎ 891-1825)　青年の家図書室(☎ 893-4881)

倉治図書館・青年の家図書室の祝日開館（室）倉治図書館と青年の家図書室は、3/20の祝日を開館・室します。
開館時間は10:00～17:00です。どうぞご利用ください。

あらいひろゆき　　

54字の物語　ZOO

氏田 雄介　PHP研究所
うじたゆうすけ

かえるの天神さん
日野 十成　福音館書店
ひのかずなり

こねこがにゃあ
ひろの たかこ　福音館書店

地球について知っておくべき100のこと
竹内 薫　小学館

霧見台三丁目の未来人
緑川 聖司　PHP研究所

ヘンテコ城めぐり
長谷川 ヨシテル　柏書房
はせがわ

たけうちかおる

みどりかわせいじ
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ごみ捨てが変わる
読んでもらう前と後

□問 環境事業課 ☎892-2471

普通の乾電池と一緒に資源ごみに出すんじゃないの？

そう思うでしょ？同じ形でも充電池と乾電池は別なんだって。

ニカド電池 リチウムイオン電池 ニッケル水素電池 ※他にも回収ボックスを設置している電器店があります。

ねぇねぇ、単三とかの充電池ってどう捨てるか知ってる？

■資源ごみ・粗大ごみ（無料・有料）月1回・水曜日■燃やすごみ　週2回

■ペットボトル・プラスチック製容器包装（廃プラ）週1回

※間違い電話が多発しています。電話番号は正確にお願いします。3月のごみ収集日

青山、天野が原町、幾野、梅が枝、私部（一部除く）、私部西、倉治、東倉治、郡津、神
宮寺、森、森北、森南（私市の一部含む）、向井田、松塚、寺、寺南野、傍示（木曜のみ） 幾野、倉治、東倉治、

神宮寺、寺、寺南野、
森、森北、森南、傍示

私市、私市山手、私部1・2・5・6丁目、私部7丁目（一部除く）・8丁目（一部除
く）、私部南、南星台、藤が尾、星田、星田北、星田西、星田山手、妙見坂、妙見東

月
・
木
火
・
金

収集地区 4日 11日 18日 25日

藤が尾、妙見坂、妙見東、私市（一部除く）、私市山手、私部1・
2・5・6丁目、私部7丁目（一部除く）・8丁目（一部除く）
天野が原町、幾野、梅が枝、私部西、郡津、松塚、私部4丁目
77番～80番

私部南、星田、星田北、星田西、星田山手、南星台、傍示

青山、私市1丁目1番（一部）、私部（一部除く）、倉治、東倉治、
神宮寺、寺、寺南野、向井田、森、森北、森南

－ 粗大ごみ
空缶・
空びん
など（※）

新聞・
雑誌など
（※）

天野が原町、郡津、藤
が尾、梅が枝、松塚、私
部4丁目77番～80番

新聞・
雑誌など

－ 粗大ごみ
空缶・
空びん
など

私部(一部除く)、私部
南、私部西、青山、向井
田、私市、私市山手

粗大ごみ－
空缶・
空びん
など

新聞・
雑誌など

星田、星田北、星田西、
南星台、妙見坂、妙見
東、星田山手

粗大ごみ －新聞・
雑誌など

空缶・
空びん
など

（※）私市1丁目1番（一部）・私部8丁目（一部）を含む。

粗大ごみ予約受付センター（TEL 891ｰ5374　9:00～17:00）
ごみなし

※定時収集は行っていません。ごみはきっちり分別し、決められた日の「午前8時45分まで」に決められたところへ出してください。
※無料粗大ごみ・有料粗大ごみ（合計1か月5点以内）は、粗大ごみ予約受付センターへ申し込みが必要です。月～金曜日の祝日も受付を行っています。受付
期間は各収集日の1か月前～1週間前です。有料粗大ごみは、必ず「粗大ごみ処理券」が必要です（詳細は「交野市ごみ出しマニュアル」をご参照ください）。

※持ち込み粗大ごみ（有料分）は、四交クリーンセンター（☎893-0505）に前日までに要予約。

月

火

木

金

よくご存知で！
小型充電式電池は拠点回収をお願いします
次のマークのついた小型充電式電池は、リサイクル推進と火災防止のため、下表の電器店に設置されている回収ボックスに
投入するか、環境事業所まで持ち込んでください。

小型充電式電池がついている製品の例
携帯電話、ノートパソコン、モバイルバッテリー、デジタルカメラ、ハンディクリーナー、電子たばこ、電動シェーバー等
※投入前に電極やコネクタ部をテープ等で覆ってください。ケースに収められているものは、解体せずにそのままの状態で結構です。
※充電池が本体から外せない場合は解体せずに小型家電回収BOXを利用するか、粗大ごみで出してください。

マスダ電器産業 磐船駅前店

イズミヤ 交野店

イズミ電化 倉治店

エディオン イズミ電化郡津店

環境事業所

私市1-1-19

私部西1-33-20

倉治3-48-10

郡津3-8-9

私部西3-3-1

892-2293

894-0097

893-1114

892-8588

892-2471
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クスノキ科の落葉低木で、山
地に生えます。おしべは9個
で内輪に3個、外輪に6個あ
り、めしべは1個です。果実
や樹皮に油が多く、よく燃え
ることからその名が付いた
といわれています。

きさいち植物園に行こう！
そうだ、

〒576-0004　私市2000
☎891-2059　   891-2101
　b-garden@sci.osaka-cu.ac.jp    

：9：30～16：30（入園は16：00まで）
：毎週月曜日（休日の場合は開園）
：大人350円（中学生以下は無料）
  団体（30人以上） 280円

ご利用案内

★詳細は、ホームページでもご覧いただけます。

★65歳以上の市民は、登録いただくことで入園料が無料になります（植物園メイト）。

大阪市立大学理学部附属植物園
愛称：きさいち植物園

アブラチャン
本州中部以西の山地に生え
るクスノキ科の常緑小高木
で、幹は高さ4㍍になりま
す。葉の付け根や小枝の下部
に赤く小さい花が群がって
つきます。語源は、カシと似
ているが本物ではないとい
う意味です。

イヌガシ

スイカズラ科の植物で、北海
道南部、本州の山地、原野に
分布します。鑑賞のため庭園
にも植えられる落葉小低木
で高さ1.5～3㍍になりま
す。花は葉の付け根から下垂
する細長い花柄が出て、淡い
紅色の花が咲きます。

ウグイスカグラ
モクレン科では日本に自生
する唯一の常緑樹で、温暖な
地方の山地に自生し、神社の
境内や庭にも植えられてい
る常緑高木です。葉は厚い革
質でくつやがあり、花は白色
で基部に紅紫色のいろどり
があります。

オガタマノキ

Web：https：//www.sci.osaka-cu.ac.jp/biol/botan/

こぼれ話

■ 開園時間
■休 園 日
■ 入 園 料

：普通車500円/マイクロ1,000円/バス2,000円
：京阪電車交野線「私市駅」下車徒歩約6分
 JR学研都市線「河内磐船駅」下車徒歩約20分

■駐 車 料
■アクセス

タケやササは、地下茎（地中に生える根茎）が伸びる植物で、品種同士が混ざらないように冬の作業
の一つとして、伸びた根茎の除去作業を行っています。

□FAX

・今年も恒例の【夜間特別開園】枝垂桜のライトアップを開催します。
　開催時期の発表は3/16（月）にホームページ等で発表します。
・4月中旬にサクラの観察会を開催します。
　開催日が決定次第、ホームページ等で発表します。

イ
ベ
ン
ト
情
報

詳細は当園ホームページ
（https://www.sci.osaka-
  cu.ac.jp/biol/botan/）を
ご覧ください。

※気象状況により開花時期が前後しますので、植物園にお尋ねください。

土と伸びた根茎の掘り下げ 掘り上げた根茎 作業後のタケ・ササ園



29

　交野の歴史と地質との関係を紹介したこのコー
ナーの中で、一番多く取り上げたものはやはり「花崗
岩」です。最終回となる今回は、交野の花崗岩が市内外
で石材として重宝されていたことをご紹介します。
　近年の調査で、交野山中で江戸時代の採石場が発
見されました。そこに残されている岩には、連続し
て長方形のへこみがみられます。これは岩を割るた
めの道具が打ち込まれた跡で、ここで採石が行われ
た証拠でもあるのです。現在も林内作業所の展望台
近くでこの跡が残る石を見ることができます。
　倉治付近で採った石材は、枚方の樟葉台場に運ば
れたとの記録があります。また、詳細は不明ですが
奈良県橿原市付近で蔵を作るのに重宝された「くら
もち石」という石は、倉治の石材ではないかともい
われています。
　倉治以外にも、磐船神社のご神体の巨石は、有名
な武将である加藤清正が大阪城の石垣に使うため

に切り出そうとして失敗したとの伝承が残されてお
り、実際にこの石には「加藤肥後守　石切　アイリ・・」
といった刻印があります。ご神体の切り出しには失
敗しましたが、他の交野の石が大阪城や他の城の石
垣に使われた可能性は大いにあると考えます。
　市内でも交野の石材を用いた物は多くあります。
有名なものでは私部の住吉神社の大鳥居は、江戸時
代に交野山中から村人総出で運んだという記録があ
り、石を運ぶための歌も残されています。また、星田
にある市指定文化財の神祖営趾之碑は星田の山中か
ら切り出されたとの記録が残っています。
　歴史や文化の多くは何らかの要因があって作られ
ます。今年度は「地質」という観点でその関係性を紹
介してきました。地質以外にもいろんな観点で歴史
が作られた要因を考察してみると、歴史がもっと面
白くなると思います。1年間、ご愛読ありがとうござ
いました。

□問 社会教育課文化財係 ☎893-8111

▲ 住吉神社の大鳥居 ▲ 神祖営趾之碑

▲ 交野山石切場の石材

シレ
歴 史 × 地 質

～ 最 終 回 ～

かこう

がん

かとうきよまさ

し ん そ え い し の ひ
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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。

5月号の締め切りは3/31（火）

交野市剣道連盟会員募集
交野市剣道連盟ホームページもご
覧ください。旭小・郡津小・岩船小・
倉治小・妙見坂小・武道館。詳細は
事務局。
□問 石倉 ☎892-0219

いしくら

星田囲碁友の会
椅子席。初心者には講座有。子ども
は土曜午後。毎週土・日曜9:00～
16:30。星田会館。年1万円・子ども
3,000円。
□問 永安 ☎893-1292

ながやす

交野市卓球連盟
日時等変更の場合あり。毎週水曜
9:30～13:00と日曜または土曜
13:00～17:00。いきいきランド
交野。入会1,000円。年会費1万
4,000円・小中高大学生3,000円。
□問 鶴谷 ☎090-2191-1597

つるたに

将棋の好きな人募集しています
家にこもらず一緒に将棋を楽しみ
ましょう。毎週木曜。松塚ふれあい
館別館。年2,500円。
□問 大沼 ☎810-2866

おおぬま

国際交流-・外国語で自己実現
交野市の国際化を目指し、一緒に
活動しませんか。随時。交野会館。
入会1,000円。年2,000円。
□問 国際交流協会 ☎894-1113

童謡を歌って元気アップ
楽譜が読めなくても大丈夫。どな
たでもお気軽に。毎月第4月曜
13:00～14:30。いきいきランド
交野。月1,000円。
□問 小澤 ☎090-7103-4793

おざわ

謡曲－初心者向け練習会－募集
古典芸能に親しみながら、心身と
もに健康に。毎月第2・4木曜13:30
～16:30。武道館。月500円。
□問 冨田 ☎891-2526

とみた

交野フットボールクラブ会員募集
3/15(日)10:00から私部管理棟で
入部説明会。①日曜9:00～②日曜
と平日。私部公園・二中・旭小。幼稚
園児以上対象。入会2,000円。月①
1,500円②3,000円。
□問 近田 ☎080-5330-1367

ちかだ

語学研修会員募集
姉妹都市交流や海外旅行に役立つ
語学力向上。4/1(水)～。交野会館。
入会1,000円。年4万円～(コース
により異なる)。
□問 国際交流協会 ☎894-1113

ヨガ教室で若々しくいつまでも
しなやかな心と体で生涯現役を。体
験無料。毎週水曜11:00～12:00。
青年の家。月3,000円。
□問 襖田 ☎090-6375-8176

ふすまだ

小学生バレーボール部員大募集
初心者でも大丈夫。男女共OK随時
見学。火曜19:00～21:00、土曜
9:00～12 :00、日曜13 :00～
17:00。岩船小学校他。小学生対
象。入会2,000円。月2,000円。
□問 交野リラ・ジュニアの田中
　 ☎090-4298-2653

たなか

第11回音楽交流会
3/31(火)まで出演者募集(1団体15
分程度)。6/6(土)。ゆうゆうセン
ター。無料。
□問 交野心の病と共に生きる市民の
　 会「TEAM」・みのり内
　 ☎893-9511

笑いヨガ　ヒフミチャン
大笑いして体・脳・心ハッピーハッ
ピー。3/5・19(木)13:30～15:00。
交野会館(郡津駅前)。各500円。
□問 岡田 ☎080-2411-6105

おかだ

はなきんくらぶ
カラオケ・囲碁・将棋・など。(社福)
豊年福祉会。3/6・27(金)14:00～
16:00。ホーム明星。市内在住の60
歳以上対象。喫茶有料。
□問 濱崎 ☎894-1798

はまざき

春待ち遠しい虫たちの観察会
申込不要。芝生広場にお集まりくだ
さい。3/8(日)10:30～12:30。大阪
市立大学理学部附属植物園。無料。
□問 赤水 ☎894-8386

あかみず

スポーツウェルネス吹矢体験会
健康に良い吹矢。一度体験してみ
ませんか。3/8(日)・16(月)・30(月)
13:00～16:00。いきいきランド交
野。無料。
□問 寺島 ☎090-2116-0054

てらしま

心の病を抱えた家族の方々集合
心の病で悩んでいる家族の方々、
参加を。3/11(水)13:30～16:00。
ゆうゆうセンター。精神障がい者
の家族対象。無料。
□問 雲川 ☎891-0884

くもかわ

あしたへ！
発達障がい等気になる人お話しし
ませんか。3/12(木)10:00～12:00。
いきいきランド交野。発達障がい
児等の家族対象。100円。
□問 中野 ☎891-9040

なかの

映画「ケアニン」上映会
介護業界の魅力を描いた話題作。
申込不要。3/14(土)14:00～16:00。
ゆうゆうセンター。500円。
□問 西 ☎800-6332

にし

第20回交野クラフト展
クラフト作家による作品展示。体
験あります。3/20 (金 )～22 (日 )
10:00～17:00。星の里いわふね。
無料。
□問 森岡 ☎888-7210

もりおか

阪堺電車で住吉大社周辺探訪
参加自由。古文化同好会の歴史ウ
オーク。3/14(土)9:00～15:00。河
内磐船駅。案内は山本秀雄氏。弁当
持参。200円。
□問 村田 ☎892-2326

むらた

やまもとひでお

交野市長杯
争奪テニス大会

日時　4/5(日)(予備日4/12)
場所　私部公園テニスコート
対象　市内在住・在勤・在学者
種目　ダブルス(一般・45歳・
　55歳各男子・女子、ミックス)
費用　1組2,000円
申込　3/29(日)までに青年の家
　　　☎892-7721
□問 長崎 ☎090-9869-0058

ながさき
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2020　私部城
竹とんぼ飛ばそう
お城の話を聞き、竹とんぼで遊
びます。蜂蜜レモンもあり。
日時　3/21(土)10:00～12:00
集合　9:45に市役所別館前
対象　小学生(保護者同伴)
定員　30人
費用　1家族300円
□申・□問 私部城を活かし守る会事
　務局 ☎090-9090-2335

北河内がんサロン
患者と家族が集まり交流する
場です。
日時　3/17(火)15:00～16:00
場所　関西医科大学
　　　3階学生食堂
対象　がん患者とその家族
費用　無料
□問 関西医科大学附属病院がん
　 相談支援センター
　 ☎804-2985

ありがとう笑いヨガ
笑いの門には健康きたる。誰でも
参加可。3/21(土)13:30～15:00。
ゆうゆうセンター。500円。
□問 藤谷 ☎090-3038-5085

ふじたに

交野市茶華道協会ロビー展
3/27(金)～29(日)9:30～16:30(最
終日は15:30まで)。青年の家。茶席
は3/28(土)10:30～15:30と29(日)
10:30～14:00。お茶券200円。
□問 矢寺 ☎895-5955

やてら

映画会「あした元気にな～れ」
親と子に贈る映画会。当日券・障が
い者割引有。3/29(日)①10:00～②
13:30～。ゆうゆうセンター。一般
500円、高校生以下250円、幼児無
料。
□問 久保 ☎892-3329

くぼ

見て観て歩こう会(春の草花)
くろんど園地のカタクリ・ミズバ
ショウ観察。4/4(土)9:30。私市駅。
雨天中止。無料。
□問 交野自然の杜クラブの富永
　 ☎090-2359-5091

とみなが

桜、下賀茂神社から植物園
桜もとめて。一般向け10㌔。年齢証
明できるものを。4/11(土)8:25。交
野市駅。1,000円。
□問 鶴園 ☎891-6002

つるぞの

第42回交野オープン卓球大会
種目は年齢別の混合W、男女別W。
4/26(日)9:00～17:00。いきいきラ
ンド交野。1組2,000円。申込締切
3/29(日)。
□問 讃岐谷 ☎892-8723

さぬきや

交野女声合唱団第23回定演
楽しい曲もあります。ぜひご来聴
ください。4/26(日)14:00開演。星
の里いわふね。要整理券。
□問 槙 ☎892-6430

まき

集まれ！岩船小学校50周年
詳細は岩船小HP。6/20(土)式典
10:00～・同窓会11:30～。岩船小
学校。同窓会は会費あり・要申込。
□問 岩小50周年実行委員会
　 ☎891-6161

物部氏と饒速日命と交野
参加自由。古文化同好会の勉強会。
3/28(土)10:00～12:00。青年の
家。講師は古文化同好会企画事業
部。200円。
□問 村田 ☎892-2326

むらた

にぎはやひのみこと

紀三井寺
あったかかったです。桜の開花見
られるかも。3/28(土)7:25。河内磐
船駅。2,600円。18きっぷ使用。
□問 鶴園 ☎891-6002

つるぞの

きみいでら

謡曲・仕舞(能楽)発表会
熊野・雲林院・采女など謡6曲と仕
舞の発表。3/29(日)10:00～16:00。
私部会館。無料。
□問 冨田 ☎891-2526

とみた

ゆや うんりんいん うねめ うたい

憲法とくらしを考える学習会
山本健治さんの世相を切る。3/29
(日)14:00～。ゆうゆうセンター。
500円。
□問 松村 ☎892-4938

まつむら

やまもとけんじ

健康になるための体操
軽い筋肉をつける、健康維持のた
めの体操です。第1・2・4金曜14:00
～16:00。武道館。成人女性対象。1
回700円(初回無料)。
□問 大　 ☎080-1434-5276
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20席 京阪郡津駅から徒歩10分

11:00～16:00

「おはな」はハワイ語で「家族」。家族がつながり、心を通わせるカフェを目指
しています。食材は自然の力を生かした身体に良いものにこだわり、セイタ
カヨシはまさしくぴったりの食材です。
ランチの他にもセイタカヨシを使ったスノーボール（クッキー）、シフォン
ケーキ、ミルクゼリーがあります。ご好評につき現在はヨシパウダーが品切
れ状態、次回7月の入荷をお待ちください。

アミエル

交野市郡津3-73-5

なんだって初めて食べるものはドキドキする。

おいしいものと出会う初めの一歩はとてもこわいもの。

でも、一歩ふみ出したことは大きな一歩。

それからはずっと、おいしいものと一緒。

セイタカヨシがあなたにとっての

おいしい出会いになるお店をご紹介します。

072-392-0107

木のぬくもりを感じるお店

カフェおはな

グラタンとヨシフォカッチャ、自家製スープのランチ　500円（税抜）

スノーボール（クッキー）8個入300円（税抜）
休 土・日・祝・月（火曜はイベント・貸会場）
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