
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。

文化 桂
かつらなんてん

南天の会　其の二十四

間近で生の落語をお楽しみください。
日時　令和4年1/22㈯13:30開場、14:00開演
場所　星の里いわふね
出演者　桂南天ほか2人
対象　小学生以上
費用　前売券1,500円、当日券2,000円
券の販売　（窓口）12/3㈮9:00 ～
 （電話予約）12/3㈮10:00 ～
問 星の里いわふね ☎893-3131

式典 令和4年度成人式
(午前・午後の2部制で開催)

新型コロナウイルス感染症対策のため、2部制(入
れ替え制)で開催します。なお、感染状況により式
典が変更・中止になる場合は、ホームページでお知
らせします。
日時　令和4年1/10㈷
対象　平成13年4/2 ～ 14年4/1生まれの人
▷午前の部　10:30 ～ 11:00(受付10:00 ～ )
　第一・第二中学校区居住者
▷午後の部　13:30 ～ 14:00(受付13:00 ～ )
　第三・第四中学校区居住者
※ 市外からの転入者等は、市ホームページ「交野市

立小・中学校校区表」をご確認ください。
※ 10月末時点で市に住民票がある人には12月

初旬に案内はがきを送りますので、当日持参し
てください。転入・転出等で届かない人も参加で
きますので直接ご来場ください。

※危険物・酒類の持ち込み不可。
※募金コーナーも設置予定。ご協力お願いします。
※ 当日参加できない人には、青年の家で記念品を

お渡しします。1/12㈬～ 31㈪に案内はがきを
持参ください。

問 青少年育成課 ☎892-7721

ゆうゆうセンター
健康 介護予防・高齢者スポーツ講習会「気功」

心身のバランスや自然治癒力、免疫力を活性化す
るといわれる気功を学んでみませんか。
日時　令和4年1/17㈪～ 20㈭14:00 ～ 15:30
場 所　ゆうゆうセンター　団体共用ルーム 1
（1/17）、研修室（1/18）、体験学習室・お年寄り
健康教室（1/19・20）

講師　市スポーツ推進委員　松
ま つ だ

田京
きょうこ

子さん
定員　20人(先着)　対象　65歳以上
申込・問 12/1㈬から高齢介護課 ☎893-6400

いきいきランド交野
スポーツ 交野マラソン2022の開催を中止します

来年4月の開催を慎重に検討した結果、新型コロナ
ウイルスに関するさまざまなリスクを考え、ランナ
ーをはじめ、ゲームズメーカー、沿道応援のみなさん
等、大会に関わるみなさんの安全・安心の確保が困
難と判断し、従来通りの4月大会の開催を中止いた
します。この状況を乗り越え、またみなさんの笑顔に
お会いできるように取り組んでいきますので、引き
続き「交野マラソン」にご協力をお願いします。
問 社会教育課 ☎892-7721

星の里いわふね
子育て 親子教室冬の部

場所　星の里いわふね
対象　未就園児親子
定員　各5組　費用　1組6,300円（全9回）
申 込・問 12/10㈮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　令和4年1/17 ～ 3/28の月曜日
　(1/24・3/21除く)
▷リトミック教室「ひまわり①組」
時間　9:30 ～ 10:10　対象　2歳～ 2歳11か月
▷リトミック教室「ゆり①組」
時間　10:20 ～ 11:00　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 ～ 11:50　対象　3歳～就園前
水曜クラス
日程　令和4年1/12 ～ 3/23の水曜日
　(2/23・3/16除く)
▷リトミック教室「ひまわり③組」
時間　9:30 ～ 10:10　対象　2歳～就園前
▷あかちゃん教室「もも組」
時間　10:20 ～ 11:00　対象　2 ～ 8か月
▷プレリトミック教室「さくらんぼ組」
時間　11:10 ～ 11:50　対象　9か月～ 1歳
木曜クラス
日程　令和4年1/13 ～ 3/24の木曜日
　(1/20・3/17除く)
▷リトミック教室「ひまわり④組」
時間　9:30 ～ 10:10　対象　3歳～就園前
▷リトミック教室「ゆり②組」
時間　10:20 ～ 11:00　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 ～ 11:50　対象　1歳～ 1歳6か月

相談 特設人権相談

職場・近所・家庭等での問題や、困りごとをご相談
ください。
日時　12/4㈯10:00 ～ 12:00
場所　ゆうゆうセンター 2階　集団指導室
費用　無料
問 人権擁護委員会事務局 ☎817-0997

教育 「かたの あしたのがっこう」第3回講演会

子どもにどのような環境を作るかは、私たち大人
の大切な責任です。さまざまな研究から分かって
きたことを踏まえ、ともに考えましょう。
日時　12/12㈰14:00 ～ 16:00
場所　ゆうゆうセンター 4階　交流ホール
テーマ　「こどもたちのあしたへ 私たちができること」
講師　（公社）子どもの発達科学研究所主席研究員
 和

わ く た

久田学
まなぶ

さん
定員　200人（先着）
申 込・問 12/6㈪までに電話・Eメー

ル・申込フォームで指導課
　☎810-0522
　 sidou@city.katano.osaka.jp

仕事 就労支援セミナー

日時　12/13㈪13:30 ～ 15:00
場所　ゆうゆうセンター 3階　団体共用ルーム1
内 容　シニア向けに生涯現役で働くための情報、

全世代対象に就労前に知っておきたい労使トラ
ブルの防止など

定員　15人（先着）
費用　無料
申 込・問 12/1㈬から電話・FAXで人権と暮らし

の相談課 ☎817-0997　 817-0998

相談 空き家に関する個別無料相談会

管理や売却、活用法についての相談会です。
日時　12/21㈫13:00 ～ 16:00（相談は30分間）
場所　ゆうゆうセンター 2階
対象　市内の空き家の所有者
相談員　（公社）全日本不動産協会より派遣
定員　10組（先着）
申 込・問 12/14㈫〈必着〉までに参加者の氏名・代

表者の住所と電話番号を窓口・電話・FAX・Eメ
ールで都市計画課

　☎892-0121　 893-2636
　 tosi@city.katano.osaka.jp

健康 頭の元気度チェック

脳（認知）機能をチェックし、頭の健康づくりに役
立てます。
対象　認知症の診断および治療を受けていない
市民
①ゆうゆうセンター（対面） ※Eメール申込み不可
タッチパネルで簡易な認知機能チェックと頭の健
康づくりにつながるアドバイスを行います。
日時　12/20㈪13：30 ～ 15：30（うち30分間）
場所　ゆうゆうセンター 1階　審査会室
対象　65歳以上　定員　8人（先着）
申込　12/1㈬から高齢介護課☎893-6409
②電話（対話）
申込後、受検証を送りますので、指定のコールセン
ターまで電話をかけて検査（10分程度）を受けて
ください。受検後、おおむね3週間以内に郵送で結
果を送ります。
対象　40歳以上の人　定員　500人（先着）
申 込・問 令和4年2/28㈪までに電話・Eメールで

高齢介護課 ☎893-6409
  kaigo@city.katano.osaka.jp

  （件名は「頭の元気度チェック申し込み」、本文
に郵便番号、住所、氏名、電話番号、年齢を記入）

福祉 手話ステップアップ講座(後期)

意思疎通支援者(手話通訳者)として活動できる
人材の育成を目指します。
日時　初回12/14㈫19:00 ～ 21:00
※全8回。以降の日程は開講時に調整します。
場 所　ゆうゆうセンター 3階　団体共用ルーム1

または2
対 象　市内在住・在勤・在学で、聴覚障がい者との

日常会話が可能で、意思疎通支援者の登録を目
指す人(すでに登録している人を除く)

定員　10人(最低催行5人)　費用　無料（教材費実費）
申 込・問 12/10㈮〈必着〉までに①講座名②住所

③氏名(ふりがな)④電話・FAX番号⑤手話学習
経験を電話・FAX・郵送で障がい福祉課

　☎893-6400　 895-6065
　〒576-0034　天野が原町5-5-1

 1918


