
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。

スポーツ ノルディック・ウオーク

文化財学芸員と歩き、枚方市で行われる手作り市
「五六市」をめざします。
日時　11/14㈰9：30～（雨天中止）
集合　青年の家
コ�ース　逢合橋・万葉歌碑→村野高札場跡→禁野
車塚古墳→宗左の辻の道標→岡本町公園→淀川
河川事務所・淀川資料館→五六市（約7㌔。解散）

定員　15人
持�ち物　飲み物、タオル、帽子等
　※ノルディックポールは無料貸与。
申込　11/1㈪～ 10㈬に青年の家窓口
問�社会教育課�☎892-7721

環境 未来の里づくり講座

交野の自然を守り、育てる活動に参加しませんか。
日時　11/27㈯10:00 ～ 15:00（雨天中止）
場所　星田ふれあいの森
内�容　竹林整備（竹の伐採）と道具の使い方・安全
について

対象　小学5年生以上の市民
定員　15人（先着）　費用　無料
持ち物　帽子、タオル、飲み物、昼食
申込・問�11/2㈫から交野みどりネット事務局
� ☎892-0121

自然 里山ボランティア

竹の伐採など里山の整備活動に参加しませんか。
日時　11/17㈬9:30 ～ 12:00（雨天中止）
場所　奄

えんざん

山ふれあいの森(星田9丁目)
定員　5人程度　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�11/2㈫から交野みどりネット事務局
� ☎892-0121

環境 かたの環境講座2021
初冬のバードウオッチング

いきものふれあいセンターまで国見山経由で歩き
ながら、渡ってきた冬鳥を観察します。
日時　11/21㈰9:00 ～ 15:00(雨天中止)
場所　津田駅前バスロータリー北側
指導　交野野鳥の会　費用　無料
持ち物　昼食、飲み物、雨具、あれば双眼鏡・野鳥図鑑
服装　歩きやすい服装、靴
申込　当日集合場所
問�いきものふれあいセンター�☎893-6520

アウトドア
観光 星のまちめぐり

交野三山と巨石めぐり
かなり健脚向けのコースです。
日時　11/23㈷8:30 ～ 16:00(雨天中止)
集合　河内磐船駅
コ�ース　須弥寺→源氏の滝→白旗池→交野山→旗
振山→竜王山→くろんど園地（昼食）→八丈岩→
獅子窟寺→森区民ホール（おもてなし）→河内磐
船駅（約15㌔）

定員　50人(先着)　費用　800円
持ち物　昼食、水筒、雨具等
申込・問�電話・Eメールで星のまち観光協会
☎070-2838-9690　 hosi_machi@ace.ocn.ne.jp

※�Eメールは件名に「星のまちめぐり」、本文に①
住所②氏名③携帯電話番号を記入。

※�観光協会HP（http://katano-kanko.com/kansenboushi/）
掲載の「感染防止シート」を記入し、当日ご持参く
ださい。閲覧できない人はお問い合わせください。

自然 里山保全推進員養成講座

日時　11/20㈯9:00～ 16:00(雨天時は11/28)
集合　倉治公園上拠点地
内�容　講義「里山保全の基本的な技術と安全作業
の基本」、実習「竹炭焼き説明」ほか

対象　18歳以上　費用　1,000円（保険料）
持ち物��昼食、筆記用具　講師��交野里山ゆうゆう会
服装　作業しやすい服装・靴
申込・問�環境衛生課�☎892-0121

産業 おりひめの里特産市

交野ブランド商品が大集合する特産市です。
日時　11/13㈯・14㈰、12/4㈯・5㈰9:30～15:30
場�所　府民の森ほしだ園地　ピトンの小屋付近
問�かたのツーリズム推進協議会
� ☎070-7528-6174

令和3年度　市の無料相談（保存版）

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。

問�各担当

問�各担当

問�障がい福祉課�☎893-6400� 895-6065

問�各担当

※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。

※いずれの相談も祝日を除きます。

問�人権と暮らしの相談課�☎817-0997

法律・行政に関する相談 教育に関する相談

健康・福祉に関する相談

障がい福祉に関する相談

子育てに関する相談

暮らしや人権に関する相談

法律相談（定員4人。要予約）
日時　月・木曜日 14:00 ～ 16:00
場所　ゆうゆうセンター
夜間法律相談（定員6人。要予約）
日時　 奇数月の第4木曜日（7・9月は第5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・2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　5・8・11・2月の第2火曜日 13:30 ～ 15:30
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

教育相談　問�教育センター�☎892-8203
日時　月～金曜日 9:00 ～ 17:00　場所　青年の家
就学相談　問�指導課�☎810-0522
日時　月～金曜日 9:00 ～ 17:30　場所　青年の家
進路選択支援相談（要相談）  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

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

障がい者福祉相談
▷身体障がい者　第3水曜日 13:00 ～ 15:00
▷知的障がい者　第3金曜日 13:00 ～ 15:00
▷精神障がい者　第3月曜日 13:00 ～ 15:00
場所　ゆうゆうセンター
障がい者（児）相談
日時 月・火・水・金曜日 10:00 ～ 16:00  場所 ゆうゆうセンター

家庭児童相談　問�子育て支援課�☎810-8310
日時 月～金曜日 9:00 ～ 17:30  場所 ゆうゆうセンター
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
子ども子育て総合相談  問健康増進課�☎893-6405
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

人権擁護委員による相談
日時　第3木曜日 10:00 ～ 12:00
場所　ゆうゆうセンター
人権なんでも相談
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（予約は相談日の前月初開庁日9：30から）
日時　第1水曜日（5・11月は第1金曜日）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
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）　

特産市
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