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特集　路線バスに乗ろう！
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路線バスに

ｃｏｎｏｍｉｃａｌe おトク

ｃｏｌｏｇｙe エコ

ｎｊｏｙe 楽しい
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乗ろう！
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交野山作業場
展望台
●

いきもの
ふれあいセンター
●

交野山▲

源氏の滝

倉治公園
学
研
都
市
線

大字倉治

白旗池

倉治小

●
倉治公民館

●スーパー

機物神社

観音岩

第二
京阪
道路

倉治 バス停

交野IC
奥津宮神社

観音岩
（交野山）

コロナ禍で、遠くへのお出かけを自粛している人も
多いのではないでしょうか。
近くでも楽しめる市内の情報を紹介します。

標高は341mと高くありませんが、山頂の巨石「観音岩」からは大阪・京都方面が一望できます。最近は、
夜にその絶景を望むナイトハイクツアーも開催されています。専用駐車場がありませんので、公共交通
機関でどうぞ。 https://katanoswitch.jp/facility/211/

「倉治」から徒歩約55分

最寄りのバス停

観音岩からの夜景

楽しい

ｎｊｏｙe
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（ほしだ園地）

星の
ブランコ

全長280m、最大地上高50mの国内最大級の人道つり橋で、つり橋から四季折々の木々の姿を楽し
め、まるで空中を散歩しているかのような気持ちを味わえます。

行楽シーズンは駐車場が大変混雑し、駐車できないことがあります。
特に土日祝日はすぐに満車となり、駐車できなくなります。また、駐車場付近
には駐車待ちをするスペースはありませんので、渋滞によりその他の車両
の交通の妨げになるおそれがあります。ぜひ、公共交通機関を利用してお越
しください。

http://osaka-midori.jp/mori/hoshida/hoshinoburanko.html

「星のブランコ」から徒歩約40分

「妙見東三丁目」から徒歩約30分

※土日祝のみ運行

最寄りのバス停

知る人ぞ知る穴場ルートです

ピトンの小屋●
（園地案内所）　

クライミング
ウォール
　　●

▲穴虫山

報徳寺

日天寺永徳寺

天野川府民の森
ほしだ園地

第1調整池

延命地蔵尊

大字星田

星のブランコ バス停

妙見東三丁目 バス停

星の
ブランコ
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　運転に自信がなくなった、または家族や医師から運転を心配されている、そんな
方は「高齢者運転免許自主返納サポート制度」で運転免許証を自主返納すること
ができます。自主返納により「運転経歴証明書」が交付され、それを提示することで
サポート企業・店舗のさまざまな特典を受けることができます。
　詳細は、交野警察署（☎891-1234）までお問い合わせください。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■

お得なバルチケットには
1日乗り放題の京阪バス1Day
パス（1枚）が付いています。

（賢い選択）

チケット価格

（500円券5枚 1人5セットまで）

※バルの詳細や販売場所等はホーム
　ページをご覧ください。

https://www.katano-shoren.com

※限定1,000セット。売り切れ次第終了

　公共交通の利用は、交通量の削減ができ、
渋滞も緩和することができます。これは、交野
市が賛同する「COOL CHOICE」の取組の
ひとつ「smart move」として推奨される、
CO2排出量の少ない移動手段です。
　地球温暖化をこれ以上進行させないために
も、「移動」を「エコ」にしてみましょう。

スマート ムーブ

クール チョイス

☎090-9883-1144（10:00～16:00）☎090-9883-1144（10:00～16:00）
問交野市商業連合会 事務局問交野市商業連合会 事務局

ｃｏｎｏｍｉｃａｌe
おトク

ｃｏｌｏｇｙe
エコ

【販売店】

▷ お茶のかをり園
▷ オオキタ園芸
▷ リリー美容室
▷ 芦田酒店
▷ はれらに食堂

※その他の販売場所は
　お問い合わせください。
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　誰もが利用できる公共交通は、暮らしを支える移動手段として欠かせないもの
です。
　しかし、近年はマイカー利用の増加や人口減少による利用者減少、乗務員不足
等により路線バスを取り巻く環境は大変厳しい状況にあります。
　このまま利用者の減少が続けば、便数の減少や路線の廃止等の事態に陥り、
私たちの生活にも影響が出る可能性が高くなります。市民のみなさんの移動手
段である公共交通を維持・継続するためには、一人ひとりが公共交通の重要性を
再認識し、利用することが大切なのです。
　私たちの暮らしを支える公共交通を、「公共交通を利用する」という私たちの
暮らしの行動で支えていきましょう。

高齢者・障がい者（児）・妊娠中の
人には補助制度があります。
高齢者・障がい者（児）・妊娠中の人の外出支援施策
として、次の補助制度があります。

【外出支援事業の出張受付】

［星田交通（タクシー）］［京阪バス］

上記の補助に関する出張受付を行います。

問福祉総務課 ☎893-6400

※補助には条件があります。詳細は福祉総務課までお問い合わせください。

▷ 12/  2（水）10:00～14:00　倉治図書館
▷ 12/  9（水）10:00～14:00　星田会館
▷ 12/15（火）10:00～14:00　市役所別館

　全車両に整備されている車内換気
装置の常時稼働により、おおむね3～5
分で車内と外の空気を完全に入れ替え
ています。また、雨天時以外の窓を開け
ての運行、定期的な車両消毒まで、安
心して利用するための感染症対策を実
施しています。詳細は京阪バスホーム
ページをご覧ください。

　交通安全とコロナ対策の両立
を目指しています。乗務員のマ
スク着用義務化や体調申告の
徹底、乗車前の検温と37.5℃以
上あった場合の帰宅に加え、車
内にも飛沫防止のアクリル板設
置や消毒スプレー常備の他、オ
ゾン滅菌処理を毎日1台1時間
施工しています。

新型コロナウイルス感染防止のため、さまざまな対策を講じています。また、乗車の際は、マスク
の着用等の咳エチケットや会話を控える等の対応、混雑緩和のための時差通勤等にご協力を
お願いします。

公共交通機関の新型コロナ対策

補助内容
▷ 在宅の高齢者・障がい者（児）等が所持する交通系ICカード（ICOCA、PiTaPa等）を活用した
京阪バスポイント2,000円分の付与または路線バス・鉄道運賃の補助（上限2,000円）

▷ 要介護3以上の要介護認定を受けている在宅の高齢者、歩行等が困難な在宅の重度の障
がい者、妊娠中の人に対して、タクシーの初乗り運賃額を補助するチケットを交付

https://www.keihanbus.jp/

公共交通
利用について、
考えて
みませんか
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　子育てや子どもの発達の悩み、児童虐待など、子どもや子育てを取り巻く環境や
問題が複雑で多岐にわたるようになってきました。
　市は、4月から子育て支援課内に「子ども家庭総合支援拠点」を設置しています。
　支援拠点では、相談支援体制を強化し、市内の全ての子どもとその家庭および妊
産婦等からの相談に対し、専門的な相談対応や訪問等による継続的な支援を行って
います。また、児童虐待についても、予防・早期発見のために、子どもの視点に立って
対応していきます。
　昨年4月に設置された「子育て世代包括支援センター（ゆうゆうセンター2階　健
康増進課内）」と連携し、より細やかで切れ目ない支援を行っていきます。
所在地　　ゆうゆうセンター2階　子育て支援課内
電話番号　810-8310（子育て相談専用ダイヤル）
相談時間　平日9:00～17:30
※夜間休日の虐待通告は、☎072-295-8737または専用ダイヤル189へ（24時間365日対応）
相談員　　社会福祉士、臨床心理士、保健師等

☆子育てに関する専門職（家庭児童相談
員）が、子ども、保護者の家庭全般に関
する悩みを聴きます。面接や電話での
対応、訪問等で継続的に支援します。
○子どもとその家庭、妊産婦からの相談
対応と支援を行います。
・育児や子どもの発達等の相談
・不登校、ひきこもり、いじめ、非行の相
談等
○児童虐待に対応します。
○子ども家庭センター、学校等と連携し
て支援します。
○里親、養子縁組家庭等を支援します。

・認定こども園　・学校　・医療機関
・子ども家庭センター　等

・医療機関
・子育て支援機関　等

☆母子保健コーディネーターが(助産師
･保健師)、1人ひとりに寄り添い、妊娠
･出産･育児を切れ目なく支援します｡
○妊娠期
　母子健康手帳の交付時に、妊娠・出産・
子育てに関する相談に応じます。
○出産前後
　出産前後の体調や、育児に関する不安
や悩みについて相談に応じます。
○子育て期
　安心して子育てができるように、医療
機関や子育て支援機関等と連携しな
がら支援します。

☆情報の共有
　・連携し､切
　れ目ない細
　やかな継続
　した支援の
　実施

　

子ども家庭総合支援拠点で切れ目ない子育て支援を強化します

①まずはお電話ください。お話を聞いて適切
な対応方法を検討します。匿名の情報提供
でも結構です。
②希望があれば、相談員との面接を行います。
※プライバシーに配慮し、ゆうゆうセンター
内の相談室や家庭への訪問でお話を伺い
ます。
③具体的な対応方法を一緒に考えます。相談
内容に応じた情報提供・助言・必要な支援機
関との調整を行います。

□問 子育て支援課☎810-8310

11月は児童虐待
防止月間です

相談の流れ

子ども、保護者、家庭等

市民研修
日時　11/19（木）10:00～12:00
場所　ゆうゆうセンター4階　多目的ホール
テーマ　「笑顔で子育て」　
　　　　－トリプルPに学ぶ褒め方・叱り方－
講師　白山真知子さん（臨床心理士・前向き子
　　　育てトリプルアドバイザー・認定ファ
　　　シリテーター・NPO法人　児童虐待防
　　　止協会理事）
※保育あり(先着順)。1歳児以上。
申込　11/18（水）までに子育て支援課
※新型コロナウイルス感染症の状況により変
　更になる場合があります。

し ら や ま ま ち こ

子ども家庭総合支援拠点と子育て世代包括支援センターは
連携し、子ども、家庭、妊産婦に切れ目ない支援を行います。

子ども家庭総合支援拠点
（令和2年4月1日設置）

子育て支援課　☎810-8310（直通）
　　　　　　　☎893-6406（代表）

相談
乳幼児、保護者、妊産婦等

子育て世代包括支援センター
（平成31年4月1日設置）
健康増進課　☎893-6405

相談

連携 連携
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消費者相談 海外から覚えのないサングラスが届いた

Ｑ

A

助言

海外から自分宛に荷物が届きました。品名はサングラス、送り主は海外の業者のようです。身に覚
えがないが、どういうことでしょうか。

ネット通販で注文し、届いていない商品はありませんか。ネットで格安掃除機を注文したが、掃除
機の代わりにサングラスが届いたとの苦情が寄せられています。このケースは偽サイトであった
ため、クレジットカード業者に商品違いを申し立て、掃除機代金の請求を免れました。他に知人か
らのプレゼントのケース、第三者が自分になりすまして注文したケースなどが考えられます。

荷物が未開封の場合は受取拒否が可能かどうか配送業者に相談しましょう。受け取った場合は、
安易に返送せずしばらく保管して様子を見るのがよいでしょう。

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　

　下表の施設が令和3年4月に開設予定です。

入園申請
▷高岡幼稚園･ほしのまち保育園　11/2(月)からこども園課
▷あまだのみやちどりこども園　すでに申請受付を行っています。
※上記以外の保育施設もすでに申請受付を随時行っています。
※高岡幼稚園の1号認定(幼稚園部分)の利用希望者は､直接園へお問い合わせください。
受付期限　12/28(月)

令和3年度開設予定の保育施設の申込受付
□問 こども園課☎893-6407

新規・移転 施設名 施設の種類 住所 対象年齢 募集人数
新規
新規
移転

高岡幼稚園
ほしのまち保育園
あまだのみやちどりこども園

認定こども園
保育所
認定こども園

星田7-26-10
星田4-22-1
森南2-259-4

3～5歳児
0～5歳児
0～5歳児

45人
40人
45人程度

　広報10月号でお知らせしました電話受付時間が変わりました｡受診の際は､必ず事前に電話連絡の上､
マスクを着用してお越しください｡
　なお､休日急病診療所は、応急的な治療を行うところです。新型コロナウイルスのPCR検査､血液検
査､レントゲン検査､CT検査等は行っていません｡

休日急病診療所の診療体制
□問 休日診療所☎891-8124

内科・小児科
10:00～11:30(電話受付11:00まで) 解熱鎮痛剤を服用せず体温37.5℃未満の人
12:00～14:00(電話受付13:30まで） 体温37.5℃以上､解熱鎮痛剤服用者

歯科 10:00～12:00(電話受付11:30まで）
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11/28 29

※当日は、ほしだ園地駐車場が大変
混雑します。公共交通機関を利用
してご来場ください。
※写真の商品のうち、当日に販売を
していない商品があります。

地元を愛する作り手たちの
思いやりとこだわりが
たっぷり詰まったものたち
それが交野ブランド
「カタノのチカラ」です
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　テーマは「交野の秋」。交野の魅力がたっぷり詰まった自慢の写真をInstagramに投稿してください。
　受賞作品は、12月にかたのツーリズム推進協議会で受賞者の選定を行い、広報2021年2月号で発表
します。受賞者には、豪華賞品をプレゼントしますので、ふるってご応募ください。

「#タノシカタノシ」
フォトコンテスト2020

かたのツーリズム
推進協議会とは

交野の自然環境を活用した地域活性化を図るため
に、市と民間団体によって組織された団体です。
詳細は、協議会が運営する「かたのスイッチ」ホーム
ページをご覧ください。わたしも

応募します！

受賞者への豪華賞品
交野ブランド「カタノのチカラ」認定商品詰め合わせ

※ 商品の受け渡しは、Instagramのメッセージ機能で
連絡が取れる人に限ります。

コンテストの
詳細はこちら⇒

【応募方法】
① Instagramで｢かたのスイッチ｣のアカウント
「@katanoswitch」をフォロー
②11/1(日)～ 30(月)の応募期間内に投稿
　（写真の撮影日時は問いません）
③ 投稿にハッシュタグ「#タノシカタノシ」を付け、
コメントまたはハッシュタグに｢どこで撮った
のか」「何を撮ったのか」の説明を付ける

グランプリ
準グランプリ
おりひめ賞

7,000 円分 1人
5,000 円分 3人
3,000 円分 6人
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回答数 110件

広報8月号で行ったアンケートの結果をお知らせします。

　「読みやすくなった」「写真がきれい」等の意見を多数いただきましたが、「左開きが慣れないので
見づらい」「紙のコストアップが気になる」等の意見も多数ありました。
　開き方については、横書きの文章を読みやすくするための変更になります。最初は慣れないと思
いますが、長い目でお付き合いいただきますようお願いします。
　紙の価格については、以前使っていた再生紙の価格が高騰したため、再生紙とは別方式で作られ
た環境にやさしい紙を使うことで、価格を変えることなく変更しています。

今年の4月号から左綴じ･左開きに､5月号から発色の良い紙に変更しました｡そのことについて､ご意
見･ご感想を教えてください｡

詳細はホームページをご覧ください。
https://www.city.katano.osaka.jp/docs/2020093000013/

過去の表紙・特集のご意見はなく、回答の大
半が今年の7・8月号でした。また、8月号のカ
ワセミの写真は大変評判がよく、「毎号鳥の写
真を表紙に」という意見もあったほどです。

過去に良いと思った表紙や特集があれば､教
えてください｡

あなたは､市のキャラクター｢おりひめちゃん｣
を知っていますか｡

あなたは､交野ブランド｢カタノのチカラ｣を
知っていますか｡

あなたが､交野市で｢将来に残したい｣と思う
ものは何ですか｡(複数回答あり)

あなたが｢交野市｣で連想する色を教えてくだ
さい｡(複数回答あり)

あなたが､交野市で自慢できるところは何で
すか｡(複数回答あり)

知っている
95.45%

知らない
2.73%

無回答
1.82%

知っている
41.82%

知らない
51.82%

無回答
6.36%

Q

市指定文化財の私部城跡で､実施したいまた
はしてほしいイベントがあれば教えてくださ
い｡(複数回答あり)

Q
特集やお知らせ以外のコーナーでどのコー
ナーが好きですか(複数回答あり)Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

緑(緑・黄緑・若草色など)
青(青・水色・群青など)
ピンク(ピンク・桜色など)
黄(黄色・金色など)

その他

市場・飲食店など
常設設備の設置希望
歴史講座・体験など
演奏会・ステージなど
その他イベント

自然
文化や歴史
施設や街並み

水
観光資源
その他

自然
水

文化や歴史
人が良いところ
アクセスの良さ
施設・街並み
観光資源
その他

23
9
5
12

71

12
10

6
16

17

10
9
8
7
3

66

18
11
9
9
8
7
11

68

まちフォト
今月のおすすめ本
学校給食メニュー
ごみ捨てが変わる
きさいち植物園
星ノ町レジェンド
Instagram写真紹介

塗り絵
交野空撮

37
28

22

47
37

29
4

48

59
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令和2年度　組織と電話番号一覧

市役所本館 
総務課
人事課
地域振興課
秘書広報課
政策企画課
財務課
財産管理課
市民課
医療保険課
税務室
会計室
議会事務局
土地開発公社
新庁舎整備室 青年の家 

教育総務室
指導課
学務保健課
まなび舎整備課
まなび未来課
社会教育課
社会教育課文化財係
青少年育成課
青年の家図書室

消防本部
総務課
予防課
警備課

いきいきランド交野
星の里いわふね
倉治図書館
給食センター
いきものふれあいセンター
ボランティアセンター
シルバー人材センター
こどもゆうゆうセンター
乙辺浄化センター
水道局
星の里浄水場

市役所別館 
環境衛生課
都市計画課
開発調整課
営繕課
第二京阪道路沿道まちづくり推進室
道路河川課
下水道課
緑地公園課
農政課
特定事業推進室
農業委員会事務局
行政委員会事務局

ゆうゆうセンター 
人権と暮らしの相談課
子育て支援課
こども園課
健康増進課
福祉総務課
生活福祉課
障がい福祉課
高齢介護課
社会福祉協議会
地域包括支援センター

☎817-0997
☎893-6406
☎893-6407
☎893-6405

☎893-6400

☎895-1185
☎893-6426

市役所第二別館 
危機管理室　　

環境事業所 
環境事業課
環境総務課

☎892-2471
☎892-0121

☎810-0530
☎810-0522
☎810-8011
☎810-8010
☎810-8010
☎892-7721
☎893-8111
☎892-7721
☎893-4881

☎894-1181
☎893-3131
☎891-1825
☎891-0098
☎893-6520
☎894-3737
☎893-0430
☎892-3077
☎892-2472
☎891-0016
☎893-6281

☎892-0119
☎892-0011
☎892-0012
☎892-0013

☎892-0121

☎892-0121

☎892-0121
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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
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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
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その他施設(市内)

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。

ファミサポの簡単な説明会付きです。
日時　11/26(木)10:00～12:00
場所　ゆうゆうセンター
対象　子育て中の人　定員　10人　費用　無料
保育　1歳以上対象で10人
申込・□問 11/9(月)10：00からファミリー・サポート・
　センター ☎893-0757

保育付き　ママのリフレッシュ・ヨガ子育て

健康づくりに役立つ市オリジナルの体操です。
①11/4・18(水)　定員　各部40人
　1部：10:00～10:45　2部：11:00～11:45
　ゆうゆうセンター4階　多目的ホール
②11/12・26(木) 13:30～14:15　定員　50人
　青年の家武道施設　
③11/13・27(金) 10:30～11:15　定員　60人
　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
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

ACP(人生会議)とは、自分らしい最期を迎えるた
めに、人生のこと、大切にしていること、治療やケ
アに臨むことなどを信頼できる人と何度も話し合
うことです。今回、創作落語を通して、ACPや終活
について学びます。
日時　11/20(金)14:00～16:00(受付13：30～)
場所　ゆうゆうセンター4階　交流ホール
対象　市内在住・在勤者　定員　200人(先着)
※参加者にはマイエンディングノート(終活ノー
　ト)をプレゼントします。
費用　無料
講師　行政書士/社会人落語家　生島清身さん
申込・□問 11/2(月)から高齢介護課 ☎893-6409

落語で学ぶACP(人生会議)
～自分らしい最期を迎えるために～福祉

いくしまきよみ

いきいきランド交野

スタートダッシュや足を速く動かす練習をして、
ライバルに差をつけよう。
日時　11/15(日)11:00～12:00
場所　いきいきランド交野　サブアリーナ
対象　小学1～3年生　定員　20人
費用　1,500円
※指定のシューズ購入で無料参加できます。
持ち物　室内シューズ、飲み物、タオル
申込　Web予約
□問 いきいきランド交野プールフロント
　☎894-1187

走り方教室スポーツ

ゆうゆうセンター

日時　11/15(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 ☎814-9920

行政書士による日曜無料相談会相談

転倒予防や身体づくりに役立つ講義・実技です。
日時　11/16・30(月)10:00～11:00(全2回)
場所　ゆうゆうセンター1階　審査会室
内容　1日目:体力測定、2日目:結果の返却、体力
　アップに関する取り組み紹介等
対象　65歳以上の市民　定員　5人
費用　無料　持ち物　飲み物
申込・□問 11/2(月)から高齢介護課 ☎893-6400

元気度知ろう会「体力測定」健康

聴覚に障がいのある人同士が集まって、思い切り
手話でおしゃべりしましょう。
日時　①11/21(土)10:00～12:00
　　　②令和3年1/16(土)10:00～12:00
場所　ゆうゆうセンター3階　団体共用ルーム1
ピアカウンセラー
　駒井雅夫さん(大阪聴力障害者協会)
　加根田勝さん(交野市聴力障害者協会)
※事前申込不要ですが、要約筆記が必要な人は事
　前にご連絡ください。
□問 障害者支援センターかたの ☎・□FAX　893-7006

土曜日聴覚ピアサロン福祉

こ ま い ま さ お

か ね だ ま さ る
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日時　11/29(日)13:00～16:00
場所　市役所別館3階　中会議室
定員　50人（先着）　費用　無料
内容　枚方市文化財課職員西田敏秀さんによる講
　演「戦国時代の枚方―遺跡を中心に―」、交野市
　職員による「私部城の発掘調査速報2020」
申込・□問 社会教育課文化財係 ☎893-8111

市民文化財講座
いま甦る!!私部城2020文化

にしだとしひで

新型コロナ感染予防のため、今回は30分毎入替(各
回定員20人)の事前予約制です。
日時　11/27(金)～29(日)13:30～15:30
場所　倉治図書館2階　視聴覚室
対象　市内在住・在勤・在学者
申込　11/11(水)10:00から倉治図書館
※申込時に日時をお知らせします。
□問 倉治図書館 ☎891-1825

本のリサイクルフェア図書

日時　12/5(土)・6(日)10:00～16:00
場所　近畿財務局
相談方法　面談・電話
※面談は弁護士が対応(要予約)。
□問 近畿財務局相談窓口 ☎06-6949-6523

借金問題解決のための土・日無料相談会くらし

日時　令和3年1/10(日)11:00～15:30
場所　府立福祉情報コミュニケーションセンター
内容　式典、アトラクション
対象　今年度中に成人する府内学校に在学経験の
　ある聴覚障がい者とその家族
費用　対象者は無料。その他の参加者は、アトラク
　ションのみ2,000円
申込・□問  ①住所②氏名③生年月日④FAX番号を電
　話・FAXで(公社)大阪聴力障害者協会
　☎06-6748-0380　□FAX　06-6748-0383

大阪ろうあ者成人式福祉

日時　12/9(水)～令和3年3/10(水)のうち、20日開
　講・16日受講
場所　府立福祉情報コミュニケーションセンター
対象　盲ろう者通訳・介助者として活動する意思
　があり、全てのカリキュラムを指定された日時
　に受講できる人
定員　60人　費用　無料(テキスト代実費)
申込　11/25(水)〈必着〉までに申込書を(社福)大阪
　障害者自立支援協会
□問 大阪障害者自立支援協会
　☎06-6748-0587　□FAX　06-6748-0589

令和2年度大阪府盲ろう者通訳・
介助者養成研修福祉

その他施設(市外)

交野・枚方・寝屋川市の介護・障がい者施設等によ
る就職面接会です。2日間で計10施設参加予定。施
設説明や見学申込もできます。
日時　11/11(水)・12(木)14:00～16:00(事前予約制)
場所　枚方ビオルネ6階
　　　ハローワーク枚方　セミナールーム
申込・□問 ハローワーク枚方人材確保対策コーナー
　　　  ☎841-3363(内線44#)

ハローワーク枚方　2020介護就職デイ仕事

時間　14:00～16:00　定員　各35人
場所　枚方T-SITE4階　イベントスペース
□問 北大阪商工会議所中小企業相談所 ☎843-5154

起業について学べるセミナー仕事

12/5(土)　キャリア後半からの起業#1
講師　クラッキ代表　蔵均さん
令和3年1/23(土)　副業#1
講師　㈱アンテレクト取締役会長　藤井孝一さん
令和3年2/20(土)　キャリア後半からの起業#2
講師　Emi’s home making主宰　宮武衣充さん

くらひとし

ふじいこういち

み や た け え み

日時　11/21(土)11:00～12:00
場所　八葉蓮華寺(傍示)
定員　10人(先着)
申込・□問 社会教育課文化財係 ☎893-8111
※土・日曜日、祝日はFAX(892-1700)受付
　(文化財名・氏名・電話番号を明記)

国重要文化財・
八葉蓮華寺阿弥陀如来立像の公開文化
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税・保険・年金

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。

マイナンバーカードを使って、全国のコンビニな
どで証明書が取得できます。
利用時間　6:30～23:00
※12/29～1/3、メンテナンス日を除く。
利用できる店　セブンイレブン、ローソン、ファミ
　リーマート、ミニストップ、イオン、平和堂、オー
　クワ
取得できる証明　住民票の写し、印鑑登録証明書、
　戸籍全部(個人)事項証明書と戸籍の附票の写し
　(住民登録および本籍が交野市の人のみ)、最新年
　度の本人の課税証明書(住民登録が交野市にあ
　り、交野市で課税されている人のみ)
利用に必要なもの　マイナンバーカードと利用者
　証明用電子証明書の4桁の暗証番号
※住民基本台帳カードやマイナンバーの通知カー
　ドは利用できません。
□問 市民課 ☎892-0121

コンビニ交付サービス申請

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。
□問 障がい福祉課 ☎893-6400

重度障がい者医療助成福祉

固定資産税・都市計画税第4期分の納期限は11/30
(月)です。期限までにお納めください。
□問 税務室 ☎892-0121

市税の納期限税

お知らせ

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　11/14(土)・29(日)9:00～12:00
場所　市役所本館1階　市民課
※電子証明書の有効期限が過ぎた場合は、e-Tax等
　の電子申請やコンビニ交付等に使えなくなりま
　すが、有効期限後であっても発行手続きはでき
　ます。
※必ず本人がお越しください。
※大変混み合う状況が続いています。時間に余裕
　を持ってお越しください。
※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

児童扶養手当
父母の離婚や死亡等により、父または母と生計が
異なる児童(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。
特別児童扶養手当
20歳未満で、政令に指定される障がいのある児童
を監護している父母(主として生計を維持する1
人)または父母以外の養育者(児童と同居・監護・生
計維持をする人)に支給されます。
※障がいの程度や住所・氏名に変更があった場合
　は届け出をしてください。
受給についての条件(両手当とも)
両手当ともに所得制限、支給要件等の条件があり
ます。
定例払い
両手当とも11/11(水)に支給します。
□問 子育て支援課 ☎893-6406

児童扶養手当・特別児童扶養手当子育て

制度・業務
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個人事業税第2期分の納期限は11/30(月)です。期
限までにお納めください。
□問 北河内府税事務所 ☎844-1331

個人事業税の納期限税

日本年金機構から保険料を支払った証明として、
対象者に「社会保険料(国民年金)控除証明書」が送
られます。年末調整や確定申告の際にご利用くだ
さい。
発送時期
▷1/1～9/30に納付した人＝11月上旬
▷10/1～12/31に納付した人＝令和3年2月上旬
控除証明書に関する相談
ねんきん加入者ダイヤル(ナビダイヤル)をご利用
ください。
電話番号　0570-003-004
※050から始まる電話は03-6630-2525
受付時間　平日8:30～19:00
　　　　　第2土曜9:30～16:00
□問 医療保険課 ☎892-0121

国民年金保険料は
社会保険料控除の対象です年金

募集要項・申込書は市ホームページからダウン
ロードできます。
対象　昭和36年4/2以降に生まれ、小学校教諭免
　許を有する人(取得見込み可)
勤務時間　平日8:30～17:00
試験日　12/12(土)〈詳細は募集要項参照〉
申込　11/20(金)〈消印有効〉までに申込書を持参・
　郵送で指導課　〒576-0052　私部2-29-1
□問 指導課 ☎810-0522

令和3年度任期付小学校講師を募集求人

募集

整骨院や接骨院は、健康保険を受けられる場合が
限られています。
 

注意点
▷施術後は「療養費支給申請書」の施術箇所や回数
　の確認と署名押印が必要です。
▷保険適用は、医師の同意書か診断書が必要(打撲・
　捻挫・肉離れなどを除く)です。
▷医療機関で、同じ負傷や疾病などで治療中の場
　合は、施術を受けても保険の対象になりません。
▷施術を受けたときは、医療費控除の対象となり
　ますので、必ず領収書を受け取りましょう。
▷保険給付適正化のため、施術日などの受診状況
　について照会することがあります。
□問 (国民健康保険について)
　医療保険課 ☎892-0121
　(後期高齢者医療保険について)
　後期高齢者医療広域連合給付課
　☎06-4790-2031または医療保険課

整骨院・接骨院等のかかり方保険

単なる肩こり、
腰痛など

疲労回復や疾
病予防のため
のマッサージ
など

骨折・脱臼・打撲・捻挫・肉離れ
など

保険対象の症状 全額自己負担
となる症状

〈あんま・マッサージ〉
筋麻痺・関節拘縮など 

〈はり・灸〉神経痛・リウマチ・
頸腕症候群・五十肩・腰痛症・
頸椎捻挫後遺症・慢性疼痛
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お知らせ

犬・猫を飼う上で、他人や周囲に迷惑をかけないこ
とは大切なモラルです。犬を散歩に連れて行くと
きは、ふんを回収するスコップやビニール袋、尿を
洗い流す水を持参し、後始末をしましょう。また、
猫は室内で飼育するなどの配慮も必要です。
その他、地域に迷惑をかける猫を増やさないため
に、野良猫にむやみにエサを与えないでください。
モラルを守り、気持ちよく暮らせるまちづくりに
ご協力ください。
□問 環境衛生課 ☎892-0121

犬・猫の飼い主のみなさんへくらし

日時　11/18(水)14:00～(受付13:30～)
場所　北河内4市リサイクルプラザ3階　研修室
　　　(駐車場なし)
定員　5人(先着)　申込　直接会場
※議事都合で日時等が変更になる場合があります。
　詳細はホームページで。
　http://kazaguruma.or.jp/
□問 北河内4市リサイクル施設組合事務局
　☎823-2038

北河内4市リサイクル施設組合議会
定例会傍聴傍聴

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。

日時　11/12(木)～18(水)8:30～19:00
　　　11/14(土)・15(日)10:00～17:00
内容　夫・パートナーからの暴力、職場等でのセク
　シャル・ハラスメント、ストーカー行為等
電話番号　0570-070-810
相談員　人権擁護委員、法務局職員　費用　無料
※通年インターネットでも受け付けしています。
　https://www.jinken.go.jp/
□問 大阪法務局人権擁護部 ☎06-6942-9496

「女性の人権ホットライン」強化週間人権

11/25(水)～12/1(火)は犯罪被害者週間です。大阪
被害者支援アドボカシーセンターでは、事件・事故
被害者への相談・付き添い等の支援を行っていま
す。相談支援は無料で秘密は厳守されます。
相談電話　06-6774-6365(月～金曜日10:00～
　16:00。祝日・年末年始を除く)
全国共通ナビダイヤル　0570-783-554(年末年
　始を除く7:30～22:00)
□問 認定NPO法人大阪被害者支援アドボカシーセ
　ンター ☎06-6774-6365

犯罪被害者週間くらし

令和3年2/9任期満了となる大字私部財産区議会
選挙を次のとおり行います。
告示(立候補受付)　令和3年1/26(火)
▷8:30～10:00、市役所本館3階　第2委員会室
▷10:00～17:00、市役所別館3階　選挙管理委員
　会事務局
投票　令和3年1/31(日)7:00～20:00
開票　令和3年1/31(日)21:00～
立候補予定者説明会
立候補に関する説明と必要書類をお渡ししますの
で、立候補予定者またはその代理人は出席をお願
いします。
日時　12/8(火)14:00～
場所　市役所別館3階　中会議室
□問 選挙管理委員会事務局 ☎892-0121

大字私部財産区議会議員選挙選挙

今年は最低賃金の変更は行われませんでした。使
用者は労働者に対し次の金額以上の賃金を支払う
必要があります。
最低賃金額　時給964円
※パート・アルバイト等含む全ての労働者に適用
　されます。
※特定産業の労働者については別に「特定(産業別)
　最低賃金」が定められています。
□問 大阪労働局賃金課 ☎06-6949-6502

大阪府最低賃金仕事

検察審査会制度とは、犯罪の被害にあって警察や
検察庁に訴えたのに、検察官が被疑者(加害者)を起
訴してくれない。このような場合に、その不起訴処
分が正しかったかどうかを、選挙権を持っている
方の中から「くじ」で選ばれた11人の審査員に
よって審査する制度です。
□問 大阪第一・第二・第三・第四検察審査会事務局
　☎06-6316-2983

検察審査会をご存知ですかくらし
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家庭から出るごみの約40%が生ごみで、その生ご
みの約80%が腐敗・悪臭の原因となる水分です。
生ごみを捨てるときは、ギュっとひと絞り「水切り」
することでごみ量を約10%減らすことができま
す。他にも買い物のときは使い切れる量を買う「使
い切り」、料理のときは食べ切れる量を作る「食べ
切り」の「3きり運動」で、家庭の生ごみダイエット
に取り組みましょう。
□問 環境総務課 ☎892-0121

3きり運動しませんか環境

コロナ禍により、消毒用アルコールを使う機会が
増えていますが、消毒用アルコールは引火しやす
く、発生する可燃性蒸気は空気より低い所に滞留
しやすいため、取り扱いの際は次のことに注意を
お願いします。
▷火気の近くで使用しない
▷容器の詰め替えの際は換気を行い、漏れや飛散
　に注意する
▷直射日光が当たる所や高温の場所に保管しない
▷容器に「消毒用アルコール」や「火気厳禁」などの
　注意事項を記載する
□問 消防本部警備課 ☎892-0013

消毒用アルコールによる火災にご注意消防

11/9(月)～15(日)、全国一斉に秋の火災予防運動が
展開されます。消防本部(署)では、「その火事を　防
ぐあなたに　金メダル」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、11/14(土)11:00～12:00、フレンドタウン交
野カインズ交野で、住宅用火災警報器の展示・啓発
物品の配布をします。
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

秋の全国火災予防運動消防

今年は戦後75年の節目を迎える年です。例年は、
先の大戦における戦没者への追悼の意を表し、恒
久平和を願う追悼式を行っていましたが、今年は
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、追悼式
の開催を中止いたします。
追悼式は中止になりますが、市長の「追悼のこと
ば」を市ホームページに掲載しますので、ご覧く
ださい。
https://www.city.katano.osaka.jp/docs/2020100600014/
□問 福祉総務課 ☎893-6400

戦没者への追悼のことばを
ホームページに掲載します追悼
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お知らせ

11/10(火)～16(月)は「アルコール関連問題啓発週
間」です。お酒をやめたいのにやめられない、それ
は依存症かもしれません。
本人・家族だけで抱え込まず、まずはご相談くださ
い。次の相談窓口を開設しています。
おおさか依存症土日ホットライン
電話番号　0570-061-999
相談時間　土・日曜日13:00～17:00
平日の相談窓口
四條畷保健所精神保健福祉チーム
電話番号　878-1021
相談時間　月～金曜日9:00～17:45
□問 府地域保健課 ☎06-6944-7524

アルコール関連問題啓発週間健康

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。

高齢者インフルエンザ予防接種
ワクチン有効活用のため、接種時期を分けており、
定期接種対象者は、10/26(月)までの接種をお勧め
していましたが、10/26(月)以降も接種は可能です。
接種時は感染防止のため①身体的距離の確保②マ
スク着用③手洗いの徹底をお願いします。
高齢者肺炎球菌予防接種
65歳になる人が対象となるのは今年度のみです。
対象　次に該当する市民
①令和2年4/2～3年4/1の間に65・70・75・80・　
　85・90・95・100歳になる人
②60～64歳で、身体障害者手帳に心臓、腎臓、呼吸
　器機能の障がいやヒト免疫不全ウイルスによる
　免疫機能の障がいで1級の記載がある人
※過去に肺炎球菌予防接種(ニューモバックス)の
　接種を受けたことのある人は対象外です。
費用　2,000円(生活保護世帯に属する人は免除)
※実施医療機関等は、広報10月号、わが家の健康
　管理をご覧ください。
□問 健康増進課  ☎893-6405

高齢者の予防接種はお早めに健康

ワクチンをより必要としている人に接種してもら
えるよう、優先接種対象者を決め、接種時期を分散
するようお願いしています。
10/26(月)からの優先接種対象者は、医療従事者、
基礎疾患がある人、妊婦、生後6か月～小学2年生
です(市での費用助成の対象にはなりません)。かか
りつけ医にご相談ください。
□問 健康増進課 ☎893-6405

季節性インフルエンザワクチンの
接種時期健康

コロナ禍により、サロン活動を休止していました
が、感染防止対策のうえで段階的に活動を再開し
ます。
地域によって再開時期・内容が異なりますので、最
新情報は地域の回覧板・掲示板・社会福祉協議会
HPで確認するか、お問い合わせください。
□問 社会福祉協議会 ☎895-1185

校区福祉委員会のサロン活動を
段階的に再開します福祉

当面の間、日曜日の母子健康手帳交付は予約制に
なります。この変更は、同じ建物内で休日診療所を
しており、新型コロナウイルス感染予防への配慮
です。
また、交付時に妊娠届出書とアンケートの記入をお
願いしています。これらをホームページからダウン
ロードし、事前に記入して持参することで窓口で
の所要時間が短縮できますのでご活用ください。
予約受付時間　平日9:00～17:30
申込・□問 健康増進課  ☎893-6405

日曜日の母子健康手帳交付は
予約制になります子育て
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日程　2月：15(月)・24(水)
　　　3月：5(金)・9(火)・17(水)
※健(検)診日の指定はできません。
場所　ゆうゆうセンター1階　休日診療所
項目　特定健診(国保加入者のみ)、ぴちぴち健診、
　各がん検診(胃・肺・大腸・前立腺・乳・子宮頸)、肝
　炎ウイルス検診、結核検診
※胃がん検診受診者のみ、追加で胃リスク検診が
　受診できます。
※対象・費用等は、「わが家の健康管理」参照。
申込・□問 11/2(月)～1/8(金)に健康増進課
　　　  ☎893-6405

2・3月分センター健(検)診健康

　新型コロナウイルス感染症の感染が収束
しない中、インフルエンザの流行も心配され
る季節になりました。インフルエンザも新型
コロナウイルスと同じく、手洗いが感染予防
として有効です。帰宅後や食事前などは手洗
いを行いましょう。また、室内を適度な湿度
(50～60%)に保つことも効果的です。
　また、インフルエンザワクチンは、発症を
低減させる効果と、発症した場合の重症化予
防に有効です。65歳以上の人と、60～64歳
で心臓・腎臓・呼吸器・ヒト免疫不全ウイルス
による免疫機能の障がいで身体障害者手帳
1級を所持している人は、定期予防接種の対
象です。接種希望の人は、実施医療機関にお
問い合わせください。
□問 健康増進課 ☎893-6405

インフルエンザにご注意

健康コラム

お近くで特定健診を受けるチャンスです。
日時　令和3年1/13(水)9:30～
対象　40～74歳で、今年度の特定健診を受診して
　いない国民健康保険加入者
※人間ドックを受診し、当課の助成金を申請した
　人は対象外。
定員　50人(先着順。令和3年1/5(火)時点で申込が
　30人以下の場合は中止)
申込・□問 11/2(月)から医療保険課 ☎892-0121

倉治公民館で特定健診健康

▷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9:30～10:15
※新型コロナウイルス対策のため変更することが
　あります。事前にお問い合わせください。
▷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)等の精神的な病気、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)
　(有料)・ぎょう虫卵(有料・予約制)
日時　11/10・24(火)9:30～11:30
　詳細は茨木保健所検査課 ☎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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信子 育 て 通

●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

先着6組。
〈要申込〉11/20（金）9:30～

おやつ・食事について11/2（月）10:00～11:00

火～土曜日
①10:00～11:30②13:00～
14:30③15:00～16:30

3部制。予約優先・人数制限あり。前日～当日受付。
0歳～おおむね3歳。プレママ＆パパもどうぞ。
祝日と第1児童センター休館日はお休み。

2部制。予約優先・人数制限あり。前日～当日受付。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。

育児相談会

2部制。予約優先・人数制限あり。前日～当日受付。
水曜日のみ1歳6か月まで。

月～金曜日
①10:00～12:00②14:30～16:30遊戯室・お庭の開放

お部屋の開放

11/26（木）10:30～イベント
「劇団おい～で」

お部屋の開放 水・金・土曜日
①10:00～12:00②14:00～16:00

お部屋の開放 月～金曜日
①9:00～11:00②13:00～15:00

紙袋にコラージュ

劇団おい～でによる劇。体育室で開催。定員10組。
持ち物：ひざかけ等。〈要申込〉11/12(木)9:30～

乾燥対策なにしてますか？

11/11（水）
①②③部と同時間

11/6（金）
①②③部と同時間

つくってあそぼ

「はたらくくるま」「こぶたぬきつねこ」

「保健師さんに聞いてみよう　～子どもの睡眠について～」

11/13（金）①11:00～②15:00～ペープサート

おしゃべり会

こりす組
うさぎ組
こあら組
らいおん組

12/2（水）10:00～11:00
12/8（火）10:00～10:45

12/7（月）10:00～10:45
※今回は合同開催です。

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～

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5人。子どもの入室はで
きません。〈要申込〉11/2（月）9:30～

11/18（水）10:00～11:30マタニティヨガ

「学んであそぼうお弁当ごっこ」。先着12組。持ち物:空のお弁
当箱、お弁当箱を入れる巾着またはナフキン、小さめのレ
ジャーシート。〈要申込〉11/2（月）9:30～

11/16（月）10:30～11:15

12/1（火）10:30～11:00

たまて箱

2部制。予約優先・人数制限あり。前日～当日受付。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。

おしゃべり会 11/25（水）11:00～

保育付き講座「ヨガ」 11/17（火）10:00～ 持ち物:ヨガマットまたはバスタオル、飲み物。保育は1歳以
上。〈要申込〉11/2（月）～

開催日当日現在2歳以上。先着5組。きょうだいの保育はあり
ません。〈要申込〉11/4（水）～

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。

11/17（火）10:00～11:00

未就園児対象。先着5組。きょうだいの保育はありません。
〈要申込〉11/5(木）～11/19（木）10:00～11:00

親子教室「さんぽ　星
田公園に出かけよう」
子育て講座「子どもの
健康・ママの健康」

雨天や地面の状態が悪い場合は中止。各日先着10組。
〈要申込〉10/20(火）～11/9（月）9:30～11:30

11/2（月）15:00～16:30
親子戸外遊び

「絵本の選び方とおはなし会」。先着6組。
〈要申込〉11/2（月）9:30～

「クリスマス飾りを作ろう」先着12組。
〈要申込〉11/20（金）9:30～

11/17（火）10:30～11:30子育て講座
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●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。

●一時預かり保育　※事前に登録が必要です。詳細は各施設。

●病児保育　交野病院　☎891-0331

あまだのみや
ちどりこども園
☎892-1351

〈園庭〉11/17（火）9:30～11:00
〈室内〉11/5（木）9:30～11:00
〈園庭〉11/10（火）9:30～11:00
〈室内〉11/13（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。

雨天中止。駐車場はありません。〈園庭〉11/11（水）10:00～11:00

2016年4/2～2018年4/1生まれ。
登録時に1,000円が必要です。

〈園庭・室内〉
11/4・18（水）10:50～11:40

4か月児健診

1歳6か月児健診
3歳6か月児健診

2020年7/11～8/10生まれの乳児に医療機関で受診できる受診
券をお送りします。

持ち物:母子健康手帳対象者に案内を送ります。1歳6か月児健診は2歳前、3歳6か月児
健診は4歳前に送付予定です。

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

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

新型コロナウイルス感染防止対策のため、催し等の開催を中止・延期等をす
る可能性があります。また、催し等に参加する場合は、検温等、事前の体調
チェックやマスク着用等の配慮をお願いします。

あさひ認定こども園
☎892-0206
くらやま認定こども園
☎892-8433

開智幼稚園
☎892-3488

〈教育講演会「主体性を育てる保育
とは」〉
11/12（木）12:30～13:50

ひかりの子幼稚園
☎891-9000

雨天中止。〈園庭〉11/16（月）10:30～11:45ほしだ幼稚園
☎891-3856

ミルキィベビー
教室

12/2（水）9:20～11:50
ゆうゆうセンター
2階　プレイルーム

1組15分の個別相談。助産師による授乳相談、赤ちゃんの身長・
体重測定、保健師・栄養士の個別相談。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〉11/5(木)～※年間通しての参加は1人1回です。

もぐもぐ離乳食
講習会

12/8（火）13:00～14:30
ゆうゆうセンター
2階　調理実習室2

離乳食のすすめ方のお話、メニューの見学、子どものむし歯予
防、そしゃく機能を育てるためのお話。講習会開催日に7～18か
月の乳幼児の保護者対象。対象児の保育はありません（同伴での
参加も不可）。定員8人。
持ち物:筆記用具、マスク〈要申込〉11/4（水）～

未就園児の保護者対象。定員30人。託児はありま
せん。講師：兵庫教育大学　鈴木正敏准教授。
〈要申込〉電話にて

すずき まさとし

●乳幼児の健診と相談、教室・講座　健康増進課　☎893-6405
※対象児または同居のきょうだいが通う学校･園･施設等が休校･休園の場合は参加できません｡
　また､開催日当日に37.5℃以上の熱や咳等の風邪症状がある人も参加できません｡
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児
童
書

ねられんねられん
かぼちゃのこ
やぎゅう げんいちろう　福音館書店

一
般
書

那須 正幹 童心社

はたらくくるま　まかせとけ
っしょに読んで  赤ちゃんの絵本

　パワーショベル、ダンプカーなどのお馴染みのくるまや、セルフローダートラックなどちょっ
とマニアックなくるまが、シンプルでありながら、それぞれのはたらきや魅力を充分に表した、
かわいい絵で登場します。
　１台のくるまではできない仕事も、力を合わせることにより成し遂げられるというこの絵本
からのメッセージが、「まかせとけ」という頼もしい掛け声とともに伝わってきます。
　はたらくくるまのシリーズとして、「よいしょ」「とどくかな」があります。

い

BOOK COOK&今月のおすすめ本
BOOK

作：三浦 太郎　偕成社

　　　　　　　　　倉治図書館(☎891-1825)　青年の家図書室(☎893-4881)
倉治図書館・青年の家図書室は11/3(火)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｡

ジョセフ・ノックス　新潮社

心淋し川
西條 奈加　集英社

サラリーマン球団社長
清武 英利　文藝春秋

「頭のいい子」の親がしている60のこと

笑う死体

柳沢 幸雄　PHPエディターズ・グループ

灯台からの響き

宮本 輝　集英社

全国御城印大図鑑

攻城団　宝島社

めいたんていサムくん

□問 

みやもと てるふくいんかん な　す  まさもと

はりねずみともぐらのふうせんりょこう
アリソン・アトリー　福音館書店

珪藻美術館　ちいさな・ちいさな・ガラスの世界
奥 修　福音館書店
おくおさむ

けいそう

さいじょう な  か

うらさび　  がわ

やなぎさわ ゆきお

どちらがおおい？かぞえるえほん（さわるえ＆てんじつき）
村山 純子　小学館

俳句ステップ！
おおぎやなぎ ちか　佼成出版社

むらやま じゅんこ

きよたけ ひでとし

みうら　 たろう

こうじょうだん

ごじょういん

材料（４人分）

❶フライパンに油を引き、下味をつけた牛肉、土しょうが、にんにくを一緒に炒める。
❷たまねぎ、ピーマン、たけのこを加え、さらに炒める。
❸全ての調味料を加え全体に味がついたら、できあがり。

お家で作ろう学校給食メニュー
COOK

準　備

作
り
方

1. 細切りにした牛肉を、下味用の調味料で味つけしておく。
2. たまねぎ、ピーマン、たけのこは、細切りにする。
3. 土しょうがとにんにくは、みじん切りにする。

240㌘
大さじ1/2
大さじ1/2

80㌘
80㌘
80㌘
3㌘
少々

大さじ1
大さじ1/2

20㌘
少々

小さじ2
適量

・牛肉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・（下味用）酒・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・（下味用）濃口しょうゆ・・・・・・・・・・・・・
・たまねぎ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・ピーマン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・たけのこ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・土しょうが・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・にんにく・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・酒・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・濃口しょうゆ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・テンメンジャン（中華甘みそ）・・・・・・・・・・・・
・こしょう・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・砂糖・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・油・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

「チンジャオロース」
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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

飼ってた犬が死んじゃって…マンションだから埋葬もできないの。

どうしたのおばさん。うかない顔して。

そうなんだ。どこかに引き取ってもらわないといけないわね。

環境事業所では、ペットの死体の引き取りも
行っています。
あくまで「引き取り」ですので、葬儀等は行わず、四交クリーンセンターでの焼却になります。供養もなく寂しいと感じる人は、死
体を入れた箱に思い出の品等の副葬品も一緒に入れることもできますよ。
▷環境事業所へ持ち込みの場合　死体1体につき600円
▷収集依頼の場合　1,800円（死体1体につき600円＋収集運搬基本料1,200円）
※処理券での納付になります。処理券が無い場合は、環境事業所や収集員から購入することもできます。
※飼い主不明の動物死体の処理は、お問い合わせください。

引き渡し時の注意点
①動物の死体を袋に入れ
てください。

②その袋を段ボール等の
箱に入れてください。

③箱の中に首輪や愛用し
ていたおもちゃ等の副
葬品を入れても構いま
せん。(金属以外の燃え
るものに限る)

地　　　区
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

幾野

月・木

火
第 1・3水 第 1・3金 第 2水

青山、私部 (一部除く）、向井田 第 2・4金 第 4水
私部 4丁目 77～80番、郡津 第 2・4水 第 1・3金 第 3水
倉治、東倉治

金 第 1・3水
第 1・3火 第 2水

私部 8丁目 12・14・18・19・32番 第 4水
神宮寺、寺、寺南野、森、森北、森南

第 2・4火
第 2水

私部南 第 4水
天野が原町 第 2・4水 第 2・4火 第 3水
私部西

火・金
月

第 1・3水 第 1・3木 第 4水
私市、私市山手 第 2・4木 第 4水
星田北

第 2・4水 第 1・3木
第 1水

梅が枝、松塚 第 3水
藤が尾 第 2・4木 第 3水
南星台 1丁目・2丁目 1～ 5番、星田

木 第 2・4水
第 1・3月 第 1水

南星台（一部除く）、星田西、星田山手、妙見坂、妙見東 第 2・4月 第 1水
傍示 木 木 第 1・3木 第 2・4木 第 2水

※収集日の１か月前から､１週間前の水曜日まで申し込みができます。ごみ収集日 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。
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そうだ、きさいち植物園に行こう！そうだ、きさいち植物園に行こう！
Let's go Kisaichi botanical garden

キダチダリア

※気象状況により開花時期は前後します。現在の開花状況は植物園までお問い合わせください。

フユザクラ

マルバノキ チャノキ

大阪市立大学理学部附属植物園（愛称：きさいち植物園）　
●☎ 891-2059　●交野市私市 2000（私市駅徒歩 6分）　●HP　https://www.sci.osaka-cu.ac.jp/biol/botan/
●開園時間　9:30 ～ 16:30（入園は 16:00 まで）　●休園日　月曜日（祝休日の場合は開園）
●入園料　大人350円 /中学生以下無料　●駐車料　普通車 500円 /マイクロ 1,000 円
※ 65歳以上の市民は「植物園メイト」に登録すると入園料が無料になります。

こぼれ話

●メキシコ・コロンビア原
産でキク科ダリア属の多
年草
●「皇帝ダリア」とも呼ばれ、
世界各地で栽培される
●花つきがよく、紫がかっ
たピンクの花を咲かせる

●バラ科でヤマザクラとマ
メザクラの自然交雑種
●翌年1月始めまで、小さ
な白い花をつける
●群馬県藤岡市の「三波川冬
桜」は特に有名で、国の天然
記念物に指定されている

●本州中部、四国、広島の山
地に見られる落葉低木
●葉は丸く、秋の紅葉は美
しい。落葉の頃に黒みが
かった紅色の花
●語源は名前のとおり葉の形
が丸いから。花の色から「ベ
ニマンサク」とも呼ばれる

●中国原産の常緑低木。栄
西が1191年に中国から
持ち帰り、緑茶用に各地
で栽培される
●直径2.5㌢、花びらが5枚の
白い花を下向きに咲かせる
●茶葉には、新葉を2～3枚摘
み取って使うことが一般的

さんばがわふゆ

ざくら

11月 12月11月

11月12月

　植物園では、1978年から、木の高さと胸高直径
（人間の胸の位置くらいを基準とした木の直径）を
測定する「毎木調査」を行っています。
　対象は、園内の11樹林を中心に、日本産樹木見本
園など約3,600本以上を測定します。
　木の高さは15mもある釣り竿のように伸ばして
使う樹高計という道具を使って測ります。胸高直径
は、大きなノギスで木の太い部分の直径と、細い部
分の直径の2種類を測ります。
　間隔は5年おき、3～4エリアほどを12月～翌年2
月の冬に行います。これは、この時期の落葉樹は葉が
落ちているため、木の高さが測りやすいからです。
　来園の際、写真のような作業があれば、それは園
の風物詩の一つです。冬の澄み切った植物園に、ぜ
ひお越しください。

きょうこう

まいぼく

じゅこうけい

毎木調査の様子 大きなノギス

樹高計
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神宮寺遺跡発掘現場(右は奥野平次)

星ノ町
レジェンド

交野町史を執筆した郷土史家
かたやまちょうぞう

片山長三
1894年―1988年

　片山長三は、明治27年（1894年）に星田村で生ま
れました。明治41年（1908年）に四條畷中学（現在
の四條畷高校）に入学し、授業で石鏃（石の矢尻）を
見せられたとき、「家の畑にもある」と自ら石器を採
取して学校へ寄付したことが、考古学の道を歩む
きっかけとなりました。
　また、大正2年（1913年）に教員を養成する天王
寺師範学校に入学し、赤松麟作洋画研究会ではデッ
サンを学び、自らも勉学に励んで、文部省検定（日本
画・洋画）に合格し、美術教員の道にも歩みます。
　当初は北河内の小・中学校で子どもたちに美術を
教え、昭和19年（1944年）に母校の四條畷中学に転
勤してからは、美術・考古学の両クラブを率いて、北
河内地区の遺跡発掘等で大きな成果を挙げていき
ます。特に、昭和32年（1957年）に行われた神宮寺
遺跡の発掘では、北河内で最初となる旧石器を発見
し、学会の注目を集めました。
　また、遺跡調査に参加した人たちから乞われての
指導を通じ、交野考古学会（現在の交野古文化同好
会）が設立されました。長三の実直な人柄や真摯な
姿勢は多くの人を惹きつけ、後に長三の跡を継いで
多くの交野の歴史に関する著書を記す、奥野平次な
ど、多くの後進者が育っていきました。
　これらの活動から、当時の交野町は歴史に関する
第一人者として、町の歴史を記す「交野町史」の執筆
を依頼します。長三はこの執筆に情熱を持って取り
組み、昭和38年（1963年）、計1,600ページ以上に
もわたる町史を完成させました。

　交野町からは、この執筆にあたり報酬の話があり
ましたが、長三は「いちばん楽しいことをさせても
らっている」と、報酬を辞退し、その思いを「このわ
ざに死なば本懐ふるさとの交野のまちのいしずえ
として」という短歌に残していることからもその人
柄がうかがえます。
　また、長三は、その歴史に関する知識と、美術教師
としての技術を生かし、昔の町並みを想像して描く
「歴史画」を多く残しています。特に私部の山野酒造
に残されている「白鳳盛春の交野条里田」は保存の
状態も良く、飛鳥時代の交野が目の前にあるかのよ
うな色鮮やかな作品です。
　戦中・戦後の歴史資料が乏しい時代に、北河内地
域の歴史研究を進めるとともに、画家、教員、郷土史
家として、多くの作品を残し、後進を導いた功績は
今も色あせることはありません。

□問 社会教育課文化財係 ☎893-8111

｢白鳳盛春の交野条里田｣(山野久幸氏所蔵)
やまのひさゆき

お く の へ い じ

せきぞく

あかまつりんさく

はくほうせいしゅん かたのじょうりでん
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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。

1月号の締め切りは11/30(月)

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 交野市国際交流協会
　 ☎894-1113

かたの将棋クラブ会員募集
楽しく指して脳も生き生き。毎月
第1・3日曜14：30～18：30。藤が
尾ふれあい館。入会1,000円。月
500円。
□問 西原 ☎898-2583

にしはら

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

新入会員募集
囲碁に興味のある方。特に中級者
歓迎。毎週水曜12：45～16：30。
土・日曜9：15～16：30。青年の家。
年8,000円。
□問 中西 ☎090-9257-7782

なかにし

社交ダンスすずらん会
楽しい時間を。毎週木・日曜9：30
～①初級②中級。青年の家。一回
1,000円。
□問 中 ☎090-3283-6632

なか

小学生バレーボール部員大募集
チームプレイで分かち合う喜びを
体感しよう。毎週火曜19:00～
21:00、土曜9:00～12:00、日曜
13:00～17:00。岩船小学校ほか。
入会2,000円。月2,000円。
□問 交野リラ・ジュニアの大中
　 ☎080-6138-7891

おおなか

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。

応募総数150組の中から、一次予選を通過した42組
が爆笑ネタを披露し、さらにその中の上位10組が決勝
を戦いました。
最優秀新人賞には「9番街レトロ（吉本興行）」、審査員
特別賞には「ふじいもやし（松竹芸能）」が選ばれ、アマ
チュア特別賞には交野市内の小学生コンビ「少年アミ
ーゴ」が選ばれました。

北河内新人お笑いコンクール
星の里いわふね

9
22

私市山手在住の齋藤満壽子さんを訪問し、長寿を祝っ
て賞状と記念品を贈りました。
齋藤さんは、長寿の秘訣について、「3食よく食べて、よ
く寝ること」と話してくれました。

100歳おめでとうございます
黒田市長が100歳を迎えた
高齢者をお祝い

9
29

さいとう　 ますこ
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カリスゆったりストレッチ体操
体をのばして姿勢矯正。持ち物バ
スタオル。毎週月曜10：30～、いき
いきランド交野。木曜14：00～、青
年の家。金曜10：30～、交野会館。
各1時間。1回500円(体験無料)。
□問 ペレイラ美起
　 ☎090-9612-2154

みき

嵐山散策
もみじの時期です。今年はどうで
しょう。8㌔。11/28(土)8：20。交野
市駅。2,000円。
□問 鶴園 ☎891-6002

つるぞの

アロマでセルフマッサージ
12/3(木)10：00～12：00。ゆうゆ
うセンター。育児中の人対象。先着
15人保育付。500円。申込11/16
(月)10：00～11/20(金)12：00。
□問 Kid’sさぽーと・かたの
　 ☎090-9865-7724

福知山城
きりんが来るのお城の一つ。12/12
(土)7：30～。河内磐船駅。2,700円。
□問 鶴園 ☎891-6002

つるぞの

ヨガ秋の無料体験会
ヨガのポーズと呼吸で自律神経を
整えます。毎週水曜10：00～。金曜
10：00～と13：00～。青年の家。
無料。
□問 鈴木 ☎080-1490-1482

すずき

童謡唱歌懐かしの歌で免疫力UP
楽しく歌って上手にリフレッシュ。
お待ちしています。11/12(木)10:00
～11:30。青年の家。500円(要予
約)。
□問 前田 ☎090-2282-0054

まえだ

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。11/11(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。11/19(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

第9回市星連健康ウオーキング
日時　11/26(木)9:30～
集合　河内磐船駅前
コース　天田神社→西念寺→百重が原橋→若宮神社
　　　　→弘安地蔵→水辺プラザ(昼食)
対象　市内在住の60歳以上、市星連会員
費用　無料
持ち物　弁当、飲み物、筆記用具
□申 ･□問 星友クラブ連合会の佐々木
　　　☎090-3714-5383

ささき
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作　泉  麗香
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帯
 ：
33,103世

帯
人
口
 ：
 77,672人

　
男
 ：
 37,509人

　
女
 ：
 40,163人

ＦＡＸ

動画は「かたのスイッチ」公式
YouTubeチャンネルで

※人口集中地区外で、地域の許可を得て撮影しています。

交野に残る日本の原風景、傍示の棚田を
撮影しました。黄金色の稲穂が青空の下
で輝き、いつまでも眺めていたくなる風
景を撮ることができました。
右は棚田を真上から撮影した写真です。
棚田独特の曲線美と、地形を生かして作
られていることがよく分かるドローン
ならではの1枚です。

傍示の棚田

交野空撮

https://youtu.be/uDLMqy7WD4k
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	30_市民のひろば
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