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　認知症になっても、住み慣れた地域でできるだけ長く、自分らし

く暮らすことが大切です。市には、認知症の人も気軽に集まって交

流できる場があります。おしゃべりや季節のイベントを和やかに楽

しんだり、悩み事を相談したり、気軽に利用してみませんか。

問 高齢介護課☎893-6400

地域地域の誰もが気軽気軽に集まれる交流の場

にじ★ カフェにじ★ カフェにおじゃましました

認知症になっても
ずっと、この街で

日　時　 毎週月曜日（祝日除く）10：00 ～ 16：00
場　所　 ゆうゆうセンター 1階 レストランスペース
対　象　 市内在住の高齢者やその家族等
参加費　 無料　
申　込　 不要（出入り自由）
問 地域包括支援センター☎893-6426

「認知症世界の歩き方」は、「にじ★カフ
ェ」でオンデマンド配信も行っていま
す。動画視聴の希望者は、スタッフまで
お声がけください。

認知症や介護予防の本コーナー

地域包括支援センター相談コーナー
地域包括支援センターの専門職が常駐
しています。高齢者に関する相談対応を
していますので、気軽にご相談ください。

100円でカップホルダーをレンタルす
れば、ドリンク飲み放題です。軽食やそ
の他飲み物の持ち込みも可能です。

いつも元気で楽しい笑い声に包まれているよ

ようこそ！

社会福祉協議会
マスコットキャラクター
にじ丸ちゃん

10：00 オープン！

100円ドリンクコーナー
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終了

「ブレパサイズ®」とは、音楽に合わせて手
足を動かし、さらに知的課題の実践も盛
り込んだ、身体と脳を活性化する複合運
動プログラムです。30パターンから難易
度に応じて選びます。

参加者の感想
交流してみて、介護等で同じ悩
みを持つ人たちが、毎週自由に
集まり会話できる環境ができた
のは心強いことだと思いました。

介護予防体操
「ブレパサイズ®」

参加者の感想
地域の人が気軽に集ま
れる場所ができてよか
ったです。

❸交流カフェつどいの丘
日時　�毎月第3土曜日14：00～ 15：30
場所　�ケアハウスきんもくせい�

（南星台2-5-15）
費用　100円
問�ケアハウスきんもくせい�☎895-2468

❶オレンジサロン
日時　�偶数月第4日曜日（10/23・

12/25・2/26）13：30～16：00
場所　�星田山手自治会館（星田山手

2-12-2）
費用　100円
問��社会福祉協議会�☎895-1185

❷星田駅前キャラバンハウス
～地域のシニアの集いの場～
日時　年4回程度
場所　�リハビリデイサービス千手庵

（星田5-14-4）
費用　100円
問��リハビリデイサービス千手庵�
☎807-8444

活動内容や開催日
時などの情報発信
をしています。

インスタグラム フェイスブック

また来てね♪　待ってるよ♥

体操もできます

自由にまったり

16：00

オープン！

※日程の変更や中止になる場合もあるため、事前にお問い合わせください。

その他の交流の場

100円ドリンクコーナー

三中

星田小

旭小

交野星田
郵便局

大池

大谷新池

星田
駅

❷

❶ ❸

※取材では感染症対策を行った上でマスクを外して撮影しています。
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電話で気軽に無料チェック!電話で気軽に無料チェック!

ひょっとしたら認知症かも?ひょっとしたら認知症かも?

早期発見早期発見が大切です!が大切です!
一つでもチェックがあれば、
地域包括支援センター（☎893-6426）へ

市では40歳以上を対象にした頭の元気度チェックを行っています。自分でコールセンターに電話をかけ、オペレーターから
の単語を覚えたり、思い出したり、選んだりする問題に答えてもらいます。自宅にいながら電話で簡単にチェックができます。
定員　500人（先着順）　申込・問 高齢介護課☎893-6400

①�徘徊高齢者等SOSネットワーク
事業

　徘徊のために行方が分からなくなった人をできるだけ早
く発見できるように、関係機関にFAXやメールで捜索の協
力を依頼するシステムです。事前登録が必要です。
対象　�65歳以上の市民、65歳未満の障がい者手帳所持者等
　

②�認知症高齢者見守り�
QRコードシール交付事業

　徘徊する可能性のある高齢者が外出し行方不明となった

早期対応・早期治療へ　地域で支える 地域で見守る
認知症初期集中支援チームを設置
地域包括支援センター内に「認知症初期集中支援チー
ム」を設置し、認知症の人（疑いのある人）や、その家族
に対して、専門職であるチーム員が早期対応・早期治

療に向けた支援を行っています。
日時　月～金曜日（祝日除く）　9：00 ～ 17：30
問 地域包括支援センター☎893-6426

とき、または警察等の関係機関で保護されたとき、早期の安
全確保や身元の判明につなげるために、スマートフォン等
で読み取ると交野市の連絡先等が表示されるQRコードシ
ールを交付します。
　また、この事業の利用者は、日常生活における偶然的な事
故により、法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金が
支払われる、賠償責任保険へ加入することもできます。
対象　�認知症などにより徘徊する可能性がある、おおむね

65歳以上の人
費用　無料
※①②は同時申し込みをお勧めしています

　変化はゆっくり現れることが多いので、1年前の
状態と比べてみるとよいでしょう。

ものをなくしてしまうことが多くなり、いつも探し
物をしている。

財布や通帳など大事なものをなくすことがある。

曜日や日付を何度も確認しないと忘れてしまう。

料理の味が変わったと家族に言われた。

薬の飲み忘れや、飲んだかどうか分からなくなるこ
とがある。

リモコンや洗濯機などの電化製品の操作がうまく
できない。

いらいらして怒りっぽくなった。

趣味や好きなテレビ番組を楽しめなくなった。

一人でいるのが不安になったり、外出したりするの
がおっくうになった。

自分でチェック
　認知症による変化は、本人よりも周りが先に気づ
く場合も多いものです。家族や身近な人がチェック
してみましょう。

しまい忘れが多く、いつも探し物をしている。

財布や通帳などをなくして、盗まれたと人を疑う。

曜日や日付が分からず何度も確認する。

料理の味が変わったり、準備に時間がかかるように
なった。

薬の飲み忘れや、飲んだかどうか分からなくなるこ
とがある。

リモコンや洗濯機などの電化製品の操作がうまく
できない。

失敗を指摘されると隠そうとしたり、ささいなこと
で怒るようになった。

趣味や好きなテレビ番組に興味を示さなくなった。

同じことを何度も繰り返して話したり、聞いたりする。

家族・身近な人でチェック
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世界アルツハイマーデー（9/21）

介護者家族向け認知症講座
　今回は、仕事と介護の両立に向けて、自身もまた、介護者
家族と認知症専門医として両立されている松本院長にお話
をしていただきます。
日時　9/21㈬14：00～15：30（受付開始13：30～）
場所　ゆうゆうセンター4階　交流ホール
内容　�・基調講演「介護と仕事の両立支援について～医師と

して、介護者家族として～」�
・介護者家族へのインタビュー

講師　�松本診療所（ものわすれクリニック）�松
まつ

本
もと

一
いっ

生
しょう

院長
対象　市内在住・在勤・在学の人　定員　150人
費用　無料
申込　9/14㈬までに地域包括支援センターに電話
共催　�地域包括支援センター・交野市医師会・交野市歯科医

師会・北河内薬剤師会・大阪市北エリア連携型認知症
疾患医療センター

はまゆりの会と本人ミーティング合同イベント

にじ★カフェ音楽会
　すてきな曲を聴きな
がら、同じ立場の人た
ちとお話をしたり、ご
家族と一緒にゆっくり
コーヒーを飲んだり、
思い思いのひとときを
過ごしてリフレッシュ
しましょう。
日時　�9/26㈪10：00～16：00　�

※出入り自由。お好きな時間にお越しください。
場所　�ゆうゆうセンター1階　レストランスペース（「にじ

★カフェ」内）
対象　認知症の人や介護者家族等
費用　無料（ドリンク代は実費）

問  ①②高齢介護課 ☎893-6400 
③社会福祉協議会 ☎895-1185 
④～⑧地域包括支援センター ☎893-6426

散
歩
中

突
然
気
づ
く

「
こ
こ
は
ど
こ
？
」

例

③高齢者家族やすらぎ支援事業
　家族の介護疲れ等で休息が必要なときや外出時に「安らぎ
支援員」が認知症の高齢者等のお宅を訪問して、話し相手や
見守りを行い、家族を支援します（直接の介護は行いません）。
対象　�在宅で生活しているおおむね65歳以上の認知症の

高齢者で、見守りや話し相手を必要とする人
利用日時　�月～金曜日（祝日除く）9：30～17：00
　　　1か月に10時間以内（1回で5時間以内）
費用　1時間当たり80円

④認知症サポーターの養成・登録　
　認知症に対する正しい知識と理解を持ち、地域で認知症
の人やその家族に対してできる範囲で手助けする人を養
成し、実際に認知症の人の支援活動を行ってくれる人たち
の登録制度を設けています。認知症
について学びたい、認知症の人のお
手伝いがしたい人はお問い合わせ
ください。

かたの認知症カルタ�

～五・七・五の読み札大募集～
　認知症への偏見をなくし、楽しく正し
く認知症を学ぶためのカルタを作成し
ます。
募集要項
テーマ　�認知症に関連する日常の風景

やエピソード、本人や家族の思
い等を川柳（五・七・五）で表現

応募期間　9/1㈭～12/15㈭
応募方法△

応募用紙
応募用紙に必要事項を記入し、郵送またはFAXで応募。
※�応募用紙は、社会福祉協議会ホームページからダウンロー
ド。地域包括支援センター窓口に用紙を設置。△

メール
件名に「交野市認知症カルタ」、本文に①氏名②年齢③住所
④電話番号⑤川柳（最大3句まで）を記入。

 orange@katano-shakyo.com

イベント

作品募集

⑤�「あなたの身近な医療と介護の�
相談窓口」パンフレットを配布　

　医療や介護の心配ごとを相談できる、市内の医療関係機
関（医療機関、歯科医院、薬局、訪問看護ステーション）およ
びケアマネジャー事業所を掲載しています。地域包括支援
センター（ゆうゆうセンター1階）で配布しています。

⑥�交野市認知症サポーターステッカー
交付事業

⑦�交野市認知症地域支援ガイドブック
の配布（認知症ケアパス）

⑧認知症地域支援推進員の配置
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火事や
倒壊

犯罪者や
害虫・害獣の
すみかになる

不法投棄物
のたまり場
になる

　少子高齢化社会が進む中、全国的に見ても空き家が増加し、それに伴うトラブルが急増して
います。空き家のトラブルの特徴を理解し、未然防止に努めるとともに、みなさんがお住まい
の家を空き家にしないための対策を今から考えてみませんか？
問 都市計画課 ☎892-0121

空き家のまま放っておくと

あなたの 家 は大丈夫？　　  空き家になる前に対策を

空き家になるとこんな危険が

近隣住民への悪影響発生近隣住民への悪影響発生
①多額な費用がかさむ（家屋のメンテナンス、固定資産税等）
②資産価値の低下

交野市の空き家の現状
交野市の空き家率は全国的に見ても低い

ですが、旧来の集落などの住宅や高齢者だ

けがお住まいの住宅は今後、空き家になる

恐れが非常に高いと思われます。

そのため、市では、空き家そのものの対策

と合わせて、そうした「空き家予備軍」の対

策に力を入れています。

平成30年に総務省が実施した
「住宅・土地統計調査」によれば

本市の空き家率は9.8％
全国98位、大阪府2位、北河内1位の低さ

市の空き家率の現状は、良好な数値を示し
ていますが、昭和40年代に開発されたい
わゆる「ニュータウン」といわれる地域や、
旧来の集落において、空き家が目立ち始め
ています。

空き家になる要因
（平成29年に実施した空き家実態調査より）
本市における空き家になった理由では、「住み替え

（別の住居へ転居したため）」が最も多く、次いで
「住んでいた人が亡くなったため」や「住んでいた
人が長期入院・入所したため」となっています。

例えば 
　現在、私たちは夫婦2人で住んでいます。子
どもたちは社会人となり、勤め先の関係で他
府県に住宅を購入し住んでいます。私たちが
亡くなった後この家はどうなるんだろう？ 

不動産の相続や売買に
ついて不安を抱える

空き家予備軍のケース
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交野市空家等対策計画における基本方針

空き家対策の具体的な取り組み空き家対策の具体的な取り組み

空き家に関する相談は都市計画課（☎892-0121）まで。

主な
変更点

令和3年12月に開催した
私市山手セミナー

あなたの 家 は大丈夫？　　  空き家になる前に対策を

〇住宅取得流通促進支援事業補助金の創設

・�住宅の購入だけでなく、譲渡や相続等を含めて、「新たに
住宅を取得した人」が対象となりました。
・�賃貸住宅から分譲住宅に移り住む人は、市外からの転入
者だけでなく、市内移動の人も対象となりました。

〇関係各機関との連携
①金融機関
　市では現在、りそな銀行、関西みらい銀行（旧近畿大阪銀行）、枚方信用金庫、京都信用金庫、京都銀
行、池田泉州銀行の6行と事業連携を締結しています。移住・定住・永住施策に係る事業連携として、有
利な金利の住宅ローンの提供等があります。

②独立行政法人住宅金融支援機構
　機構が提供する【フラット35】に、市が事業連携することで、市内で住宅を取得した人が【フラット
35】地域連携型を利用することが可能となります。【フラット35】地域連携型は通常の【フラット35】
から金利を一定期間引き下げられたものです。

③公益社団法人全日本不動産協会
　令和3年4月に市と空き家等利活用支援業務に係る協定を締結しました。空き家等の所有者または管
理者からの求めに応じて、空き家等の売却、賃貸、その他空き家等の利活用を支援する業務を、所有者
等に対し、無償で実施します。

〇空き家セミナーの実施
　これまでは、空き家をそのまま放置するリスクなど、空き家そのものに
関する講演会を実施してきました。しかし、交野市の空き家率が全国的に
みても非常に低く、また既に空き家となっている場合、その所有者は死
亡・入院・入所している人が多いため、参加が難しい状況でした。
　そこで、昨年度から、「空き家」というテーマではなく「終活」の一環として「住まいの終いのつけ方」
という観点から、全市、地域ごとにセミナーを開催しています。
※10月に、終活をテーマにしたセミナーを高齢介護課と都市計画課とが連携して開催します。

4月からの申請件数の推移
(2022年度)

4月

1件
6件

17件 15件

5月 6月 7月

従来    交野市中古住宅流通促進・リフォーム等補助金�+�交野市同居・近居促進事業補助金    

令和4年度にリニューアル    補助制度を一つに統合し、対象者を拡大
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　　　　　予約サイトで予約（24時間受付）https://katano-city.vaccine-reservation.jp

　　　　　コールセンターで予約　電話番号　0120-052-517（フリーダイヤル）

受付時間　日曜日・祝日を除く9:00 ～ 18:00
※�電話が集中した場合、一時的につながりにくくなることがあります。その場合は、時間をおいて、
かけ直してください。

交野市でのワクチン接種に関する情報やお問い合わせ
交野市ホームページ

聴覚障がい者専用相談窓口（FAX）　口FAX�050-3457-4766

交野市新型コロナワクチンコールセンター
　☎0120-052-517（日・祝を除く9:00 ～ 18:00）
　〉口yoyaku@katanocity.jp

交野市新型コロナウイルスワクチン接種対策室
　☎893-2111

交野市　コロナワクチン

新型コロナワクチン接種に関するお知らせ新型コロナワクチン接種に関するお知らせ
　※ 8月 17日現在の情報です。今後、国の動向等により変更になる可能性があります。

 4回目接種
対�　象　3回目接種から5か月以上経過した人で
次のいずれかに該当する人

➀60歳以上の人
➁�18歳～ 59歳で「基礎疾患を有する人」「重症化
リスクが高いと医師が認める人」「BMI(体格指
数)が30以上の人」のいずれかに該当する人。
③�18歳～ 59歳で、医療従事者及び高齢者施設等
の従事者等
　※�詳しくは、厚生労働省のホーム
ページで確認してください。

�接種券
�　予約には接種券が必要です。4回目接
種対象の人で左記の①に該当する人に
は、順次、接種券を送付していますが、②
または③に該当する人は、接種券の申請
が必要です（1・2回目接種時に基礎疾患
等や医療従事者等として、本市に接種券
の交付申請をした人を除く）。�
�　転入者や接種券を紛失した人でも右記
フォームから申請できます�。

3回目接種日 接種券発送予定 予約開始日 4回目接種が可能となる日
4/5 ～ 4/11に接種をした人 8/23ごろ

接種券が
届き次第

3回目接種日の5か月後の同日から
4/12 ～ 4/１８に接種をした人 8/30ごろ （例）

　３回目接種が4/12→4回目接種は9/12 ～
　３回目接種が4/19→4回目接種は9/19 ～

4/19 ～ 4/25に接種をした人 9/6ごろ
4/26 ～ 4/30に接種をした人 9/13ごろ

接種券
申請フォーム

　新規感染者数が多い状況が続いています。新規感
染者は全ての年代で増加していますが、特に 50歳
以下の年齢層で増加の幅が大きくなっています。

若い世代の３回目接種率が低迷
　全国的に若い世代の 3回目ワクチン接種率は低
い状況にあり、市内でも同様の傾向にあります（下
表参照）。若い世代であっても、新型コロナウイル
ス感染後、重症化することや長引くことがあります。

３回目接種の効果
　自然に感染するよりもワクチン接種の方が、新型
コロナウイルスに対する血中の抗体価が高くなるこ
とや、多様な変異に対して抗体ができることが、報
告されています。また、3回目接種により、感染予
防効果・発症予防効果・入院予防効果が高まること
から、自分自身や大切な人を守るためにも、接種可
能な人は接種を受けましょう。

　新型コロナワクチン 4回目接種の対象に、重症化リスクが高い多くの人たちに対してサービスを提供す
る医療機関や高齢者施設等の従事者等が追加されました。接種を希望する人で接種券の申請が必要な人は、
早めに手続きをしてください。３回目接種がまだの方はぜひご検討を

４回目接種の対象者が拡大され
医療従事者・高齢者施設等の従事者等も対象に

■集団接種の中止判断基準
　集団接種の中止に関する情報は、市ホームページまたはコー
ルセンターでご確認ください。
台風等で交野市に暴風警報が発令された場合
午前７時時点の発令状況で中止等の判断をします。接種開
始中に発令された場合は、接種を中断する場合があります。
※�発令前であっても発令が見込まれる場合は中止すること
があります。また、発令中であっても解除が見込まれる
場合は接種を実施することがあります。
※大雨警報の場合は原則実施します。
交野市に震度５弱以上の地震が発生した場合
原則、中止します。
その他の災害等の場合�
災害等の発生状況等により中止することがあります。

暴風警報発令などによる接種中止
■個別接種の中止判断基準
　接種する各医療機関の判断によりま
す。台風や地震等の場合は、直接医療
機関へお問合せください。
■接種が中止になった場合の再予約
　接種が中止になった場合は、予約の
キャンセルは不要ですが、翌日以降に
予約を取り直してください。
接種を実施している場合でも、「高齢者
等避難」や「避難指示」等の避難情報
が発令されている地域にお住いの人は、
安全対策を優先のうえ、無理をせずご
判断ください。

市内感染者数の推移（8月 17日現在）
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新型コロナウイルス感染症　予防接種証明書

　新型コロナウイルス感染症予防接種証明書（ワク
チンパスポート）は、市民課で交付していますが、新
たにマイナンバーカードを利用したコンビニ交付が
開始されました。現在、交野市内では、セブン–イレブ
ンの店舗のみ利用できます。

▼接種証明書発行料　120円

▼利用時間　6:30 ～ 23:00
　詳しくは、厚生労働省ホームページ「新型コロナウ
イルス感染予防接種証明書（接種証明書）について」
で確認してください。

市内の年代別 3回目接種率（8月 15日現在）

　現時点では、新型コロナワクチンの接種期間
は、令和 4年 9月 30 日までと国により定め
られています。10月以降の接種について、現
時点では国から実施方針が示されていませんの
で、国からの情報が届き次第、ホームページ等
で案内します。
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原則、中止します。
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災害等の発生状況等により中止することがあります。

暴風警報発令などによる接種中止
■個別接種の中止判断基準
　接種する各医療機関の判断によりま
す。台風や地震等の場合は、直接医療
機関へお問合せください。
■接種が中止になった場合の再予約
　接種が中止になった場合は、予約の
キャンセルは不要ですが、翌日以降に
予約を取り直してください。
接種を実施している場合でも、「高齢者
等避難」や「避難指示」等の避難情報
が発令されている地域にお住いの人は、
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チンパスポート）は、市民課で交付していますが、新
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　詳しくは、厚生労働省ホームページ「新型コロナウ
イルス感染予防接種証明書（接種証明書）について」
で確認してください。

市内の年代別 3回目接種率（8月 15日現在）

　現時点では、新型コロナワクチンの接種期間
は、令和 4年 9月 30 日までと国により定め
られています。10月以降の接種について、現
時点では国から実施方針が示されていませんの
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で案内します。
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▶▶�雨天の場合、屋外競技の中止・延期は当日7:00に決定し、ホームページでお知らせします。�雨天の場合、屋外競技の中止・延期は当日7:00に決定し、ホームページでお知らせします。
▶▶熱中症対策のため、飲み物を持参してください。　熱中症対策のため、飲み物を持参してください。　▶▶当日発熱等の症状がある方は、参加を取りやめてください。当日発熱等の症状がある方は、参加を取りやめてください。
▶▶新型コロナウイルス感染症の影響で開催中止となる場合があります。新型コロナウイルス感染症の影響で開催中止となる場合があります。
　最新情報は社会教育課までお問い合わせください。（☎892-7721〈音声①〉）　最新情報は社会教育課までお問い合わせください。（☎892-7721〈音声①〉）

日程：10/9㈰9：00～日程：10/9㈰9：00～
場所：いきいきランド交野メインアリーナ場所：いきいきランド交野メインアリーナ

市内在住・在勤・在学者、市内在住・在勤・在学者、
各協会の会員各協会の会員対 象総合開会式

第45回

問�社会教育課☎892-7721社会教育課☎892-7721

内容　基礎・応用練習とゲーム練習　時間　9:00 ～ 15:00（開始式9:00 ～）
対象　小学生以上　持ち物　体育館シューズ、ラケット
申込　10/2㈰までに青年の家窓口（当日会場申込可）

バドミントン 【交野市バドミントン連盟】� 場所：星の里いわふね体育室

内容　体験教室（10:00 ～）、小学生チームによる交流試合（13:00 ～）
時間　9:00 ～ 17:00　対象　幼稚園年長児～小学生　持ち物　体育館シューズ
申込　当日9:30から会場前受付（募集は体験教室のみ）

バレーボール（ジュニアの部） 【交野市バレーボール協会】� 場所：いきいきランド交野サブアリーナ

内容　一日講習会　時間　9:30 ～ 12:00
持ち物　体育館シューズ、タオル
申込　当日会場

太極拳 【交野太極拳協会】� 場所:いきいきランド交野メインアリーナ

内容　ジョイフルスローピッチソフトボール　時間　9:00～ 17:00　対象　中学生以上
持ち物　グローブ、ソフトボール用三号バット、地区名入りの服またはゼッケン
申込　9/9㈮までに各区を通じて青年の家窓口
� （トーナメントの抽選会は9/21㈬）� ☂ 雨天順延（翌日）

ソフトボール 【交野市ソフトボール協会】� 場所:いきいきランド交野グラウンド

内容　男女別4ゲームストロークマッチ　　　時間　8:15 ～ 11:30（開始式9:00 ～）
持ち物　クラブ、ボール、マーカー（貸出可）
申込　当日会場� ☂ 雨天順延（翌日）

グラウンド・ゴルフ 【交野市グラウンド・ゴルフ協会】� 場所:私部公園グラウンド

内容　体験教室　時間　8:30 ～ 10:30　対象　小学生～高齢者（車椅子も可）
持ち物　運動靴　※サイズが大きい上着不可
申込　9/30㈮までに青年の家窓口

アーチェリー 【交野弓技連盟　アーチェリー部】� 場所：交野自立センター多目的広場

内容　�①65歳以上ダブルス②65歳未満ダブルス③女子ダブルス④ミックスダブルス
小学生は保護者同伴か承諾書添付

時間　①8:00 ～�②9:00 ～�③10:00 ～�④12:00 ～（開始式8:00 ～）
　　　※全種目ペアで申し込み
持ち物　硬式テニスラケット、テニスシューズ� ☂ 雨天中止。7:00に判断し、
申込　9/30㈮までに青年の家窓口（当日会場申込可）� 中止の場合はコート前に掲示

硬式テニス 【交野市テニス協会】� 場所：私部公園テニスコート

硬式

内容　加盟チーム（学童）対抗戦、100ｍ走、ベースランニングなど野球にちなんだ競走
時間　9:00～ 13:00　対象　小学生
申込　9/22㈭までに青年の家窓口（当日会場申込可）� ☂ 雨天順延（翌日）

小運動会 【大阪府軟式野球連盟交野支部】� 場所:藤が尾小学校グラウンド

内容　①初心者サッカー教室（幼稚園年長児参加可）②親子でミニサッカーゲーム
時間　①小学生10:30 ～ 11:30
　　　②（5・6年）9:30 ～ 10:30（1・2・3・4年）11:00 ～ 12:00
対象　小学生と保護者　申込　当日会場（本部テント）� ☂ 雨天中止・小雨決行

親子でサッカー ! 【交野市サッカー連盟】� 場所:私部公園多目的グラウンド

10



屋
　
　
内

屋
　
　
内

屋
　
　
外

10
月
9
日
㈰

10
月
10
日
㈷

内容　空手道型大会　　　時間　9:00 ～ 13:00
対象　小学生以下男女　　持ち物　空手衣
申込　9/30㈮までに各道場責任者または青年の家窓口

空手道 【交野市空手道連盟】� 場所：星の里いわふね体育室

内容　モルック、カタステップ、ボッチャ　　時間　10:00 ～ 14:00
申込　当日会場

ニュースポーツ 【交野市スポーツ推進委員】� 場所：いきいきランド交野会議室1・2・3

内容　�①初心者の部②小学校低学年の部（4年以下）③小学校高学年の部（5・6年）④中学校
男子の部⑤中学校女子の部⑥高校・一般の部（２段以下）⑦高校・一般の部（３・４・５
段）※④⑤申込数が少ない場合は「中学生の部」として男女一緒に行うこともあります。

時間　13:00（受付開始）　持ち物　胴着袴、防具、竹刀一式、面マスク
申込　9/16㈮までに交野市剣道連盟ホームページから申込書をダウンロードし、
� katanokendo@gmail.comに送信。

剣道 【交野市剣道連盟】� 場所:いきいきランド交野メインアリーナ

内容　体験会（試合形式）　時間　9:00 ～ 16:30
対象　小学4年生以上　　持ち物　体育館シューズ、タオル
申込　当日会場

ディスコン 【交野市ディスコン協会】� 場所：青年の家101号室

内容　ダブルス戦　時間　9:00 ～ 17：00（開始式9:30 ～）
持ち物　体育館シューズ、ラケット（貸し出しあり）
申込　9/28㈬までに同連盟（玉

たまい
井☎090-3268-5129または北

きたかぜ
風☎090-3871-1954）

卓球 【交野市卓球連盟】� 場所：いきいきランド交野メインアリーナB面

内容　午前：競技（男子の部・女子の部経験者のみ）、午後：見学・体験
時間　9:00 ～ 15:00　対象　高校生以上　持ち物　あれば白足袋
申込　当日会場

弓道 【交野弓技連盟　弓道部】� 場所：ゆうゆうセンター5階弓道場

内容　稽古　　　　時間　9:00 ～ 12:00
対象　中学生以上　持ち物　道着（ジャージ等）
申込　当日会場

合気道 【大阪合氣会交野道場】� 場所：青年の家102号室

内容　交流会、初心者体験　時間　9:30 ～ 16:00
対象　小学生以上（小学生は保護者同伴）　持ち物　体育館シューズ、タオル
申込　当日会場

インディアカ 【交野市インディアカ協会】�場所：いきいきランド交野メインアリーナA面

内容　音楽に合わせてストレッチや腹筋運動、ダンスなど
時間　10:00 ～ 12:00　持ち物� 体育館シューズ、タオル
申込　当日会場

３B体操会 【交野市体操連盟】� 場所：青年の家�武道場

内容　大会　時間　9:00～ 17:00（開始式8:45～）
対象　中学生以上　持ち物　テニスシューズ、日本ソフトテニス連盟公認ラケット
申込　9/18㈰までに青年の家窓口� ☂ 雨天中止

ソフトテニス 【交野市ソフトテニス連盟】� 場所:私部公園テニスコート
ソフト

内容　タッチラグビー（タックルのないラグビー）
対象　小学生以下　時間　9:30 ～ 11:00
申込　当日会場� ☂ 雨天中止

タッチラグビー 【交野市ラグビーフットボール協会】� 場所:第四中学校グラウンド

内容　練習、ゲーム　時間　9:30 ～ 16:00　持ち物　体育館シューズ
申込　当日会場

バウンドテニス 【交野市バウンドテニス協会】� 場所：いきいきランド交野サブアリーナ
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　携帯アプリを使ったオンラインマラソン大会を開催します。期間内であ
れば、いつでも、どこでも、自分のタイミングに合わせて何度でもチャレン
ジでき、何回かに分けて計測して完走を目指せます。前回大会は2,002人
がエントリー。参加賞でお好きなTシャツを選べます。
期間　10/24㈪～11/6㈰
コース　安全に走行できる場所（保険加入なし）
部門・費用　▷10km：1,500円
� ▷�10km親子：2,000円（2人分）
� （子ども1人追加ごと＋500円）
� ▷ハーフ：1,500円
※いずれも別途ランネット申込手数料220円が必要。
参加賞・完走賞　①完走ムービー（システム配信）
� ②完走証（システム配信）
� ③大会記念Tシャツ（開催前送付）
申込　�9/1㈭～ 10/2㈰までにランネットホームペー

ジから（要会員登録）
※スマホにアプリ「T

タ ッ タ
ATTA」のインストールが必要です。

お好きなTシャツをA・B・Cから選んでください。+1,000円で追加購入もできます。選べる大会記念Ｔシャツ

　10月1日から、後期高齢者医療保険証を持つ人で、一定以上の所得のある人は、医療費窓口負担割合が
2割になります。
　対象者には、令和4年10月1日～令和7年9月30日まで、外来医療での負担増加額を3,000円までに
抑える配慮措置を実施します（入院医療費は対象外）。
　配慮措置が適用される場合、高額療養費の口座を登録済みの人は、自動的に後日払い戻されます。口座
が登録されていない人には、9月下旬に大阪府後期高齢者医療広域連合から登録申請書を郵送しますの
で、同封の返信用封筒で返送してください。

問�医療保険課☎892-0121
後期高齢者医療保険証　2割負担になる人は口座登録を

書類の送付について：大阪府後期高齢者医療広域連合給付課
� ☎06-4790-2031　月～金曜日（祝日を除く）9:00 ～ 17:30
制度について：厚生労働省コールセンター�☎0120-002-719　月～土曜日（祝日を除く）　9：00～18：00

問い合わせ先

問�交野マラソン実行委員会事務局（社会教育課）☎892-7721

後援：

連携：

大会
ホームページ

■今大会テーマ�【百
ひゃっき
喜夜

や
交
こう
】

百 100まで生きるために
喜 日々笑い喜びのある健康づくり
夜 涼しい夜に
交 交野マラソン

■豪華抽選賞品やSNS企画が魅力
　昨年好評だったオンラインでつながるSNS
企画を考えています。豪華賞品もご用意しま
すので、乞うご期待！
　最新情報は大会SNS（ツイッター・インスタグ
ラム・フェイスブック）・ホームページで更新中。

百喜夜交　白TA スライムあまんTC百喜夜交　桃TB
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※平成29年度から、園区を廃止しています。
※�定員を超えた場合は、公開抽選をします。抽選の結果、入園できなかった人については、他の市立認定こ
ども園に空きがあれば入園希望の受け付けをします。
※�園児募集の期間中（10/3㈪～ 17㈪。抽選がある場合は10/24㈪まで）は、令和4年度途中入園はでき
ませんのでご了承ください。
始業・終業時間　月～金曜日9:00 ～ 14:00（3歳児は5月の連休明けまで9:00 ～ 11:40）
費用　教材費・給食費・遠足代・預かり保育料等（幼児教育・保育の無償化により、保育料は無料）
申込書の交付期間　10/3㈪～ 17㈪
申込書の交付場所　各市立認定こども園（月～金曜日※祝日を除く9:00 ～ 17:00）
� こども園課（月～金曜日※祝日を除く9:00 ～ 17:30）
申込期間　10/13㈭・14㈮・17㈪9:00 ～ 17:00に各市立認定こども園

　令和5年度の市立認定こども園（1号認定＝幼稚園部分）の園児を募集します。募集要項は、9/1㈭から
市ホームページまたは各市立認定こども園、こども園課で配布します。
対象　次の要件全てを満たす人
� ①申込日現在、幼児と保護者の住民登録が市内にあり、かつ居住している
� ②次の年齢に該当する幼児の保護者
� ▷3歳児　平成31年4/2 ～令和2年4/1生まれ
� ▷4歳児　平成30年4/2 ～ 31年4/1生まれ
� ▷5歳児　平成29年4/2 ～ 30年4/1生まれ

園名 所在地・電話番号 3歳児定員 4歳児定員 5歳児定員

あさひ認定こども園 星田5-2-12
☎892-0206 15人 9人程度 10人程度

くらやま認定こども園 幾野3-18-1
☎892-8433 13人 7人程度 4人程度

　令和4年1月以降、コロナ禍で収入が減少し、世帯全員が住民税均等割非課税相当となった家計急変世帯
への臨時特別給付金の申請期限は9/30㈮です。
　支給要件に該当し、申請がまだの人は早急に手続きをお願いします。
※令和3年度または4年度の住民税均等割非課税世帯として、臨時特別給付金を受給した世帯は対象外です。
　詳細は市ホームページをご覧ください。
https://www.city.katano.osaka.jp/docs/2022060800022/

問�臨時特別給付金推進室☎0120-092-191
家計急変世帯への臨時特別給付金の申請期限は９/30㈮です

問�臨時特別給付金推進室☎0120-092-191
新生児特別給付金の支給対象を拡大しました

　長引くコロナ禍で影響を受けているにもかかわらず、国の「子育て世帯等臨時特別給付金」の対象とな
らない、令和4年度以降に生まれた新生児の子育てを支援するため、児童手当（本則給付）の支給対象とな
る新生児一人につき10万円を支給しています。対象となる期間を延長し、令和4年4月1日～令和5年3
月31日に生まれた新生児にも支給することとしました。詳細は市ホームページをご覧ください。
https://www.city.katano.osaka.jp/corona/2022031800068/

市立認定こども園（1号認定）の園児募集
問�こども園課☎893-6407
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交野市プレミアム付商品券の販売は9/30㈮まで
問 交野市プレミアム付商品券事務局☎0570-033-630

　商品券には「専用券」と「共通券」の２種類（全15枚）があります。「専用券」は中小店舗のみ使用、「共通
券」は大規模店舗を含む全加盟店舗で使用できます。「共通券」のみ使用できる大規模店舗については、購
入引換券に同封の加盟店舗の一覧や商品券ホームページ、または各加盟店でご確認ください。
※購入引換券は転送されません。転居等で届かなかった人は、お問い合わせください。
購入方法　①購入引換券と②販売窓口に来られる人の本人確認書類を持参して、商品券販売場所で購入
 ※ 同一世帯の家族の人であれば、まとめて購入も可能です。代理で購入される場合は委任状をご

利用ください。購入引換券の注意事項等を必ずご確認ください。商品券の販売は、9/30㈮ま
でです。お買い忘れの無いようにご注意ください。

特設販売所　9/30㈮まで　10：00 ～ 18：00 
　▷じゃんぼスクエア交野1階
　▷フレンドタウン交野1階　キッズスペース
　※9/8㈭はフレンドタウン交野での販売はありません。
　※特設販売所以外の販売場所は、商品券ホームページをご覧ください。
使用期間　9/1㈭～令和5年1/9㈷
加 盟店舗　商品券を使用できる加盟店舗の一覧は、購入引換券に同封しています。また、加盟店舗は

11/30㈬まで募集しています。最新の加盟店舗の情報については、商品券ホームページをご覧ください。
　https://www.knt.co.jp/ec/2022/katano/

商品券販売場所

A 注文時の画面に解約条件の記載はありましたか。特に申込最終確
認画面では分かるように記載する決まりです。記載に問題があり
誤認して契約した場合、取り消しができるケースがあります。

助言 通信販売の最終確認画面は重要です。しっかり見て、スクリーン
ショットなどで記録をとっておきましょう。

消費者相談

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

ネット通販では「申込最終確認画面」をしっかり見ましょう

Q 「いつでも解約できる」ネット広告を見て定期購入の化粧品を注文しましたが、実際に解約でき
るのは１か月のうち６日間だけでした。解約受付の電話も通じず困っています。

※ 掲載の相談事例は、当時の法令や社会状況に基づく内容です。同様の商品・サービスでも、
状況により解決内容が異なる場合があります。

［専用券］ 加盟店のうち、中小店舗のみを対象に使用可能［共通券］ 加盟店すべてを対象に使用可能

見 本見 本 見 本見 本 見 本見 本 見 本見 本
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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。

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　①9/21㈬9:30 ～ 12:00（雨天中止）
 ②9/25㈰9:30 ～ 12:00（雨天中止）
場所　①奄

えんざん

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）
指導　交野みどりネット
対象　小学4年生以上（小学生は保護者同伴）
定員　各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　9/1㈭9：00からweb予約・電話
問 環境衛生課 ☎892-0121

歴史 交野史跡めぐり「倉治コース」

市内の史跡を8コースに分けて巡ります。第3弾
のテーマは「渡来人、いにしえの人々の足跡をたず
ねて」です。
※ 全コースで申し込んだ人は、欠席した場合、単コ

ースに変更となりますのでご注意ください。
日時　10/14㈮10：00 ～（荒天中止）
集合　倉治図書館
コ ース　市立教育文化会館→大仏町→二平川の

洗い場→二月堂灯篭→加地家（建物内は見学不
可）→機物神社→夜泣き石→源氏の滝→古墳塚
→蟹川の泉→清水谷古墳→倉治公民館（解散）

定員　先着30人　費用　300円（保険料・資料代）
服 装　動きやすい服装・靴、マスク着用。当日検温

をしてください。
申 込　9/1 ㈭から星のまち観光協会

ホームページ http://katano-kanko.com/

問 同協会 ☎070-2838-9690

自然 タカ類の渡り観察会

東南アジア方面に渡っていくタカ類を定点観察
し、自然の営みを学びます。
日時　9/23㈷9:00 ～ 12:00（雨天中止）
※観察は早朝から夕方まで行います。
集合　交野山山頂（自由参加）
指導協力　交野野鳥の会
持ち物　飲み物、あれば双眼鏡、野鳥図鑑
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
農業 農とのふれあいツアー

収穫体験を通じて、農業への理解を深めます。
日 時　10/8㈯9:30～12:00（雨天時は10/15㈯）
場 所　第二京阪道路交野北IC北東横イベント広場
内容　サツマイモ収穫、稲刈り
収 穫物　サツマイモ＝1人2株程度持ち帰り、米＝

1家族5㌔限定（実費、当日予約受付、後日受取）
対 象　市内の小学生とその家族（小学生のみの参

加不可）
定員　80人（抽選）　
費 用（1人あたり）　参加費100円
 サツマイモ収穫400円
申込　9/1㈭～ 15㈭にweb予約
※家族単位で申し込んでください。
問  交野市農業体験事業実行委員会事務局

☎892-0121

自然 交野山森林公園めぐり

植物観察とごみ拾いをしながら、交野山を登ります。
日時　9/3㈯10：00 ～ 13：30（雨天中止）
集合　倉治公園テニスコート
コ ース　みはらしの道→交野山山頂等→倉治公園
（約７㌔・ファミリー向け）

指導　交野里山ゆうゆう会　大
おおがき

垣一
かずゆき

幸さん
費用　無料
持ち物　昼食、飲み物、筆記用具、雨具
申込・問 環境衛生課 ☎892-0121

自然 交野のいきもの調査をしよう

磐船神社からほしだ園地内八つ橋までの植物や昆
虫を調べます。
日時　9/15㈭9:30 ～ 14:30（雨天中止）
集 合　ゆうゆうセンター正門付近（磐船神社まで

はバスで移動）
コ ース　磐船神社→ほしだ園地八つ橋→やまびこ

広場（解散）→私市駅（約4.4㌔）
指導　交野しぜんしらべたい
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　9/1㈭9:00からweb予約・電話
問 環境衛生課 ☎892-0121
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イベント ベビースイミング無料体験会＆写真撮影会
親子で初めての習い事に挑戦しませんか。スタッ
フが撮影する写真撮影会も開催します。
日時　9/19㈷10:30 ～ 11:30（受付10:00）
 9/22㈭12:45 ～ 13:30（受付12:15）
場所　いきいきランド交野　わくわくプール
対象　6か月～ 3歳未満の子ども1人・保護者1人
定員　各5組　費用　無料
※ 入会希望者は、入会金、月会費2か月分、通帳、銀

行届出印が必要
持 ち物　水着、キャップ、タオル、必要な人はプー

ル用おむつ
申込　9/1㈭10:00からweb予約
　（各日の前日まで）
問 いきいきランド交野 ☎894-1187

スポーツ 走り方教室

少しでも速く走る方法を知って、ライバルに差を
つけよう。
日時　9/23㈷10:00 ～ 11:00、11:15 ～ 12:15
場所　いきいきランド交野　メインアリーナ
対象　小学1 ～ 3年生　定員　各30人
費用　1,500円
持ち物　室内シューズ、飲み物、タオル
申込　9/1㈭10:00からweb予約
問 いきいきランド交野 ☎894-1181

星の里いわふね
文化 桂

かつらなんてん

南天の会　其の二十七

間近で生の落語をお楽しみください。
日時　9/23㈷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　窓口で発売中。電話予約可
問 星の里いわふね ☎893-3131

青年の家
環境 「みどりのカーテン大作戦」写真展

日時　9/6㈫～ 11㈰10:00 ～ 16:00
場所　青年の家1階　ロビー
問 環境衛生課 ☎892-0121

相談 行政書士による日曜無料相談会

日時　9/18㈰13:00 ～ 15:00（要予約）
場所　青年の家2階　206号室
内容　遺言、相続、成年後見、内容証明の作成等
申込・問 行政書士会枚方支部 ☎894-3534

健康 体力測定会�

筋肉量や体内の水分・タンパク質量、歩行速度・握
力・脚力等を測定します。自分の体の状態を知り、
体力・健康づくりに役立てましょう。
日時　9/22㈭1部13:00 ～ 14:15
 2部14:30 ～ 15:45
場所　青年の家　武道施設
対象　おおむね65歳以上の市民
定員　各部10人（先着）　費用　無料
持ち物　飲み物、上履き
申込・問 9/1㈭から高齢介護課 ☎893-6409

いきいきランド交野
スポーツ こどもスイミング無料体験会

プールや習い事が初めて、水が苦手な子どもも気
軽にご参加ください。
日時　9/23㈷9:00 ～ 11:00（説明会含む） 
場所　いきいきランド交野　わくわくプール
対象　3歳以上　定員　10人
持ち物　キャップ、水着、タオル
※ 入会の場合は、入会金、月会費2か月分、通帳、銀行

届出印が必要。指定キャッププレゼント。
申 込　9/1㈭10:00からweb予約
問 いきいきランド交野 ☎894-1187
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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。

ゆうゆうセンター
福祉 上級手話講習会

手話で聴覚障がい者とスムーズに日常会話ができ
ることを目指します。
日 時　9/21㈬～令和5年1/18㈬9:45 ～ 11:45
（全15回）

場所　ゆうゆうセンター 3階　団体共用ルーム2
対 象　市在住・在勤・在学で手話講習会（初級・中

級）を修了している人
定員　10人（最少催行人数5人）
費用　無料（教材費実費）
申 込・問 9/9㈮〈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手話の学習経験（受
講場所・内容）を電話・FAX・郵送で障がい福祉課

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

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　9/16㈮9:30 ～ 11:30（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　9/1㈭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 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）

子育て 親子教室秋の部

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 9/2㈮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　10/3 ～ 12/19の月曜日（10/10・31・11/21

除く）
▷ひまわり①組
時間　9:30 ～ 10:10　対象　2歳～就園前
▷もも組
時間　10:20 ～ 11:00　対象　2か月～ 8か月
▷ひまわり②組
時間　11:10 ～ 11:50  対象  2歳～就園前
水曜クラス
日 程　10/5 ～ 12/21の水曜日（10/26・11/2・23

除く）
▷ひまわり③組
時間　9:30 ～ 10:10　対象　2歳～就園前
▷ゆり①組
時間　10:20 ～ 11:00　対象　1歳6か月～ 2歳
▷さくらんぼ組
時間　11:10 ～ 11:50  対象  9か月～ 1歳2か月
木曜クラス
日 程　10/13～12/22の木曜日（10/27・11/3除く）
▷ゆり②組
時間　9:30 ～ 10:10　対象　1歳6か月～ 2歳
▷ひまわり④組
時間　10:20 ～ 11:00　対象  2歳～就園前
▷ちゅーりっぷ組
時間　11:10 ～ 11:50　対象　1歳～ 1歳6か月
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ゆうゆうセンター
くらし 初心者向け

シルバー世代のスマートフォン教室
実際にスマートフォンを使い、電話・メール・カメ
ラの使い方など基本的な操作方法を分かりやすく
学びます。
日時　10/7・14・21・28㈮
 13:30 ～ 15:30（全4回）
場所　ゆうゆうセンター 1階　審査会室
対象　65歳以上の市民で全日参加できる人
定員　10人（申込先着順）　費用　無料
※スマートフォンは教室で準備します。
申込・問 9/5㈪から高齢介護課 ☎893-6400

子育て 親まなび連続講座

一緒に子育てについてお話しませんか。1歳以上
の保育あり。
日時　9/9・30・10/7㈮10:00 ～ 11:45
場 所　ゆうゆうセンター
対 象　妊婦、乳幼児・未就学児の保護者で全3回参

加できる人
定員　おおむね10人　費用　無料
申 込・問 9/2㈮までに子育て支援課 ☎893-6406

仕事 職業適性検査

厚生労働省編一般職業適性検査であなたの適性を
測定します。
日時　①9/14㈬②11/9㈬13:00 ～ 15:30
場所　ゆうゆうセンター
対象　市内在住の15 ～ 44歳で就労を目指す人
 （学生不可）
定員　各2人（先着）　費用　無料
申 込・問 ①9/1㈭②11/1㈫から人権と暮らしの

相談課 ☎817-0997

健康 元気アップメイト養成講座

高齢者の健康づくりを応援するボランティアの
養成講座です。修了後、地域教室で活動してみま
せんか。
日 時　9/20㈫～11/22㈫9:30～11:30（全10回）
場所　ゆうゆうセンター 1階　審査会室
内容　元気アップ体操や口腔体操等、実技習得
対象　市民　定員　各10人（先着）
費用　無料
持ち物　筆記用具、飲み物
申込・問 9/1㈭から高齢介護課 ☎893-6400

福祉 老人福祉大会・星友クラブ大会

日時　10/1㈯12:30 ～ 15:00
場所　ゆうゆうセンター４階　交流ホール
対 象　市内在住でおおむね65歳以上の人
 星友クラブ会員
内容　第1部：式典　第2部：演芸発表等
※大会終了後は、乗ってきたバスでお送りします。
※プログラムの内容を変更する場合があります。
※「3密」を避けるため、人数制限を行います。
問 高齢介護課 ☎893-6400

車名 リボン 停車場（所） 時刻

1号車 ピンク

倉治バス停前
（「万代」の向かい側） 11：15

南倉治バス停前 11：23
市立第二中学校前 11：28
郡津消防団車庫前 11：33
出鼻橋交差点

（ガソリンスタンド跡地付近） 11：43

2号車 水色

フレスコ星田店前
「ふれあいプラザバス停」
（星田駅方面行き）

11：22

星田山手バス停 11：25
星田山手入口

（星田行「星の森」バス停） 11：27

平和台霊園前 11：30
JR星田駅バス停 11：35
星田四丁目バス停 11：43
北星田バス停 11：46

3号車 緑色

南星台四丁目バス停 11：20
妙見東二丁目バス停 11：25
妙見坂七丁目バス停 11：28
妙見口バス停

（交野方面行き） 11：31

藤が尾団地バス停 11：33
藤が尾二丁目バス停 11：36
私市・御幸橋前

（私市共同墓地前） 11：41
私市三丁目バス停

（交野方面行き） 11：46

5号車 黄色

交野高校前バス停
（私部グラウンド側） 11：30

青山三丁目バス停 11：35
府道交野久御山線大阪ガ
ス交野ステーション前

（時計台前）
11：37

交野郵便局バス停 11：45
さくら丘住宅バス停

（天野が原町） 11：50

6号車 白色

松塚「松塚ふれあい館」前 11：30
梅が枝南信号「はるやま」前 11：35
住吉神社前 11：48
青年の家前 11：50

交野市
（マイクロバス） 茶色 寺会館前 11：45
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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。

仕事 若年者のための就労支援

若者サポートステーションのキャリアコンサルタ
ントと市の就労支援相談員が相談を受け付けます。
日時　9/21・11/16㈬14:00 ～ 16:00
場所　ゆうゆうセンター
対象　市内在住の15 ～ 44歳またはその家族
定員　各2人（先着）　費用　無料
申込・問 人権と暮らしの相談課 ☎817-0997

その他施設（市内）
健康 元気アップ体操クラブ�

健康づくりに役立つ市オリジナルの体操です。
※ 7 ～ 9月の星田会館体育館の教室は休止します。

10月からはゆうゆうセンターに変更になります。
①青年の家 武道施設
　9/1・15㈭
　1部：13:30 ～ 14:15　2部：14:30 ～ 15:15
　定員　各50人
②いきいきランド交野　2階サブアリーナ
　9/7・21㈬13:30 ～ 14:15
　9/9㈮10:30 ～ 11:15　定員　各60人
対象　おおむね65歳以上の市民
費用　無料
持ち物　飲み物、上履き
申込　直接会場（15分前から受付）
問 高齢介護課 ☎893-6400

スポーツ ピラティス第2期

ピラティスとは、心体を整えるエクササイズです。
日 時　9/1 ～ 11/24 の 毎 週 木 曜 日 (11/3 ㈷ 除

く。全12回)15:40 ～ 16:40
場所　星田西体育施設
講師　和

わ だ さ

田紗織
おり

さん　対象　16歳以上
定員　30人（先着）　費用　7,200円
持 ち物　上靴、飲み物、タオル、バスタオルまたは

ブランケット、あればヨガマット
申込・問 参加費を添えて星田西体育施設
 ☎893-7721

スポーツ Z
ズ ン バ
UMBA第2期

ZUMBAとは、ラテン系の音楽とダンスを融合し
たエクササイズです。
日 時　9/1 ～ 11/24 の 毎 週 木 曜 日 (11/3 ㈷ 除

く。全12回)14:30 ～ 15:30
場所　星田西体育施設　講師　和

わ だ さ

田紗織
おり

さん
対象　16歳以上　定員　30人（先着）
費用　6,000円　持ち物　上靴、飲み物、タオル
申込・問 参加費を添えて星田西体育施設
 ☎893-7721

スポーツ 幼児・小学生　体育スクール

日 時　毎週金曜日①15：45～16：45②16：45～17：45
場所　星田西体育施設
内容　跳び箱・マット運動・鉄棒・縄跳び等
講師　迫

さこ

 義
よし

大
はる

さん　対象　①年少～年長②小学生
定員　各20人（先着）　費用　月6,600円
持ち物　上履き・飲み物・タオル
申込・問 参加費を添えて星田西体育施設
 ☎893-7721

健康 市民健康セミナー
「もっと知ろう！お薬のこと」

知っているようで知られていないお薬のことにつ
いて薬剤師がお伝えします。
日時　11/22㈫13:30 ～ 14:30
場所　市役所別館3階　中会議室　対象　市民
定員　50人(先着)　費用　無料
申 込・問 FAX・Eメールで医療保険課 ☎892-0121
 895-2102　 hoken@city.katano.osaka.jp

文化 古文書調査見学会

市内の古文書調査の見学会を行います。
日時　9/24㈯14：00
集合場所　市役所別館　1階ロビー　費用　無料
申 込　参加者氏名、緊急連絡用の電話番号を電話・

Eメールで社会教育課
　☎893-8111　 bunkazai@city.katano.osaka.jp
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その他施設（市外）
イベント けいはんなオータムフェア2022

詳細は、ホームページをご覧ください。
日時　10/6 ㈭・7 ㈮10:00 ～ 17:00
費用　無料　申込　web予約
①けいはんなR&Dフェア2022【オンライン開催】
問 けいはんなR&Dフェア実行委員会事務局
 ☎0774-98-6900
 khn-fair2022@khn.nict.go.jp

②ATRオープンハウス2022
場 所　ATR( 株式会社国際電気通信基礎技術研

究所)
問 ATRオープンハウス事務局　☎0774-95-1176
 expo-office@atr.jp

③京都スマートシティエキスポ2022
場 所　けいはんなオープンイノベーションセンター

(KICK)
問 京都スマートシティエキスポ2022運営事務局
 ☎050-5804-1338
 ksce2022@sakurain.co.jp

④けいはんなビジネスメッセ2022
場 所　けいはんなオープンイノベーションセンター

(KICK)
問 けいはんなビジネスメッセ事務局
 ☎0774-98-2230
 messe2022@kri.or.jp

仕事 起業について学べるセミナー
クリエイター

日時　10/1㈯14:00 ～ 16:00
場所　枚方T-SITE4階　イベントスペース
講師　竹

たけうち

内琢
た く や

也さん
定員　40人（先着）
費用　無料
申 込・問 北大阪商工会議所 ☎843-5154、または

枚方T-SITEホームページ
　https://store.tsite.jp/hirakata/event/

オンライン
子育て 子ども子育て総合相談窓口

オンライン相談
妊娠、出産、子育て期の悩みをオンラインで相談で
きます。
日時　①9/7㈬②9/16㈮10:00、14:00
※相談時間は1回 30分です。
対象　市内在住、里帰り中の人
申 込　① 9/5 ㈪まで ② 9/2 ㈮～ 14 ㈬に web

予約
問 健康増進課 ☎893-6405
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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。

申請 耐震補助金・ブロック塀等補助金に
関する代理受領制度

この制度は、「木造住宅耐震化補助制度」と「ブロック
塀等撤去・改修補助制度」の補助金の受け取りを、申
請者に代わって工事等の実施業者が行います。これ
により、申請者は補助金を差し引いた費用を用意す
ればよくなり、立替費用の負担が軽減されます。
※ 代理受領できるのは申請者と契約した業者に限

ります。
問 開発調整課 ☎892-0121

防災 木造住宅耐震化補助制度

耐震診断補助制度
対 象　昭和56年5月以前に建築された木造住宅

の所有者等
補助額　1戸あたり上限5万円
耐震に関する各種工事等の補助
工事着手前に申請が必要です。また、対象となら
ない場合もありますので、事前にご相談ください。
①耐震改修工事補助制度
　工事費用の80％（上限100万円）
②耐震シェルター設置補助制度
　 設置費用の70％（1戸あたり上限40万円また

は所得により60万円）
③木造住宅除却補助制度　上限40万円
対象　次の要件全てを満たす人
▷昭和56年5月以前に建築された木造住宅
▷耐震診断後の施工
▷ 所有者等の属する世帯の課税標準額が507万円

未満
※いずれも1,000円未満の端数は切り捨てます。
問 開発調整課 ☎892-0121

子育て 児童扶養手当

児童扶養手当制度
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歳になってから最初の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、父母以外の養育者に支給されます。
※ 婚姻等、受給資格がなくなったときは、すぐに届

け出をしてください。
受給要件
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）の所得制限等の要件があります。
定例払い
9/9㈮
問 子育て支援課 ☎893-6406

制度・業務
施設 ネーミングライツ制度を導入

ネーミングライツとは、市の施設に愛称を付ける
権利（命名権）のことです。市は、権利を取得した事
業者（ネーミングライツパートナー）から対価を得
て施設の維持管理等に役立てます。現在、私部公
園、倉治公園でネーミングライツパートナーの選
定を進めており、早ければ10月ごろに各公園の
新しい愛称が決定します。詳細が決まり次第お知
らせします。
問 財産管理室☎892-0121

防災 ブロック塀等撤去・改修補助制度

工事着手前に申請が必要です。また、対象とならな
い場合もありますので、事前にご相談ください。
対象　次に該当する塀の撤去・改修
▷ 国・府・市が管理する道路に面するコンクリート

ブロック塀・石塀・コンクリート塀・レンガ塀・土
塀であること

▷撤去する塀の高さが60㎝以上であること
▷ 一部撤去の場合は撤去後の塀の高さが全て60㎝

以下となること
▷ 塀が道路に残ったり、水路等の公共施設に突出

しないこと
▷ 改修により新たにブロック塀等を設置する場合

は、その高さを全て60㎝以下とし、60㎝を超え
る部分は軽量なフェンスとすること

※高さはいずれも道路面からの高さです。
補助額　①撤去:費用の80％（上限10万円）
 ②改修:費用の80％（上限20万円）
※ ②のみの補助を受けることはできません。いず

れも1,000円未満の端数は切り捨てます。
申込・問 開発調整課 ☎892-0121
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制度・業務
申請 マイナンバーカード土・日曜日受付・交付

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け付け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　9/11㈰・17㈯・25㈰9:00 ～ 12:00
※予約優先制。
予約サイト　https://tmnc.task-asp.net/cu/272302/mnr/

予約電話　☎0570-048978（平日9:00 ～ 17:30）
場所　市役所本館1階　市民課
※必ず本人がお越しください。
※ 予約は申請・交付のみです。電子証明書の更新手

続き等は予約不要です。
※ マイナポイント（第2弾）を受け取るために必要なマ

イナンバーカードの申請期限は、9/30㈮までです。
※ 詳細はホームページまたはお問い合

わせください。
問 市民課 ☎892-0121
顔写真を無料で撮影
　 12/23㈮までの平日および土曜・日曜日の臨時開

庁日で、マイナンバーカードの申請予
約をした人に限り、カード作成に必要
な顔写真の撮影を無料で行っていま
す。この機会に、ぜひご利用ください。

税・保険・年金
税 スマートフォン決済アプリにd払いを追加

市の税金や料金をスマートフォン決済アプリで支
払いできます。9/1㈭からは、d払い（請求書払い）
を追加しました。
既 に利用可能　PayB
　（請求書払い）LINE Pay、PayPay、FamiPay、au PAY
　（コンビニ支払いサービス）楽天銀行
対 象の税金・料金　市府民税※、固定資産税・都市計

画税、軽自動車税（種別割）、上下水道料金、国民健康
保険料※、後期高齢者医療保険料※、介護保険料※

※普通徴収のみ対応。
　 詳細や最新情報は、ホームページを

ご覧ください。
問  税務室☎892-0121：市府民税（普通徴収）、
 固定資産税・都市計画税、軽自動車税（種別割）
 医 療保険課☎892-0121：国民健康保険料・
 後期高齢者医療保険料（普通徴収）
 高齢介護課☎893-6400：介護保険料（普通徴収）
 水道局☎891-0016：上下水道料金

年金 国民年金保険料の追納をおすすめします

免除または納付猶予の承認を受けた期間がある場
合は、保険料を全額納付したときに比べ、将来受け
取る年金額が少なくなります。10年以内であれ
ば、保険料を納めることにより、年金の受取額を増
やすことができます。申請方法や申請書等、詳細は
日本年金機構ホームページをご覧ください。
https://www.nenkin.go.jp/

問 医療保険課 ☎892-0121、枚方年金事務所
 ☎846-5011

募集
健康 「訪問型元気アップ大作戦」の利用者募集

老化により、体力や生活動作に不安がある人に対
し、医療の専門職が自宅を訪問し、一人一人に合っ
た指導を集中的に行います。
※身体に触れるリハビリは行いません。
対象　体力・生活動作に不安がある65歳以上
※他のリハビリサービスの利用者を除く。
訪 問回数　9/1㈭～令和5年3/31㈮の間うちの

3か月間、月1回訪問（計3回）
定員　50人(先着)　費用　無料
申込書の配布　高齢介護課窓口、市ホームページ
申込・問 12/28㈬までに高齢介護課
 ☎893-6400

環境 2022環境事業所
フリーマーケット出店者募集

日時　10/29㈯10:00 ～ 15:00
場所　いきいきランド交野　北駐車場
対象　市内在住者　出店料　無料
定数　約20ブース（抽選）
区画の大きさ
　▷車両出店：2.4m×6.7m
　▷手持ち出店：2.4m×2.8m
申 込　9/5㈪～ 23㈷9:00 ～ 16:30に環境事業

所まで来所
問 環境事業課 ☎892-2471

申請予約は
こちらから
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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。

防犯 詐欺電話の防止機器を無料で貸し出します

「振り込め詐欺」や「オレオレ詐欺」等の特殊詐欺被
害の防止を図るため、自動通話録音機を無料で貸
し出します。自動通話録音機は、電話の呼び出し音
が鳴る前に、警告メッセージを流し、通話内容を自
動で録音します。犯人は自分の声が録音されるこ
とを嫌うため、特殊詐欺の未然防止に有効です。
募集締切り  9/20㈫まで　貸与開始  10月中旬から
対 象　自宅に固定電話機を所有する、65歳以上

のみの世帯で市内在住者
貸与台数　約130台（応募者多数の場合は抽選）
申 請方法　①危機管理室、高齢介護課で配布してい

る申請書（市ホームページからダウンロード可）
に必要事項を記入し、持参またはEメールか郵送。

　〒576-8501　私部1-1-1
　②市ホームページからオンライン申請
 ※ 必ず特殊詐欺対策機器貸与に伴う注

意事項（申請書裏面）をご確認ください。
問 危機管理室 ☎892-0121

募集 パブリックコメントを実施

個人情報の保護に関する法律の改正に伴い、交野
市個人情報保護法施行条例を制定します。この素
案に対しての意見を募集します。
意見の募集期間　9/1㈭～ 30㈮
案 の閲覧場所　市ホームページ、市役所本館2階

情報公開コーナー
意 見を提出できる人　次のいずれかに該当する個

人・法人・団体
▷市内に在住・在勤・在学している。
▷市内に事業所（事務所）がある。
▷市税の納税義務がある。
▷その他、案件に利害関係がある。
意 見の提出方法　意見書（指定様式）に氏名・住所等

を記入し、募集期間内〈消印有効〉に持参・郵送・FAX・
Eメールで総務課　〒576-8501（住所記入不要）

　 891-5046　 soumu@city.katano.osaka.jp

問  総務課 ☎892-0121

募集 かたのにぎわいフェスタ2022
ブース出展

にぎわいフェスタ2022に出展する企業、団体を
募集します。
日時　10/29㈯10:00 ～ 21:00
 10/30㈰10:00 ～ 17:00
場所　いきいきランド交野 
A　企業ブース
対象　両日出店できる企業
内 容　企業活動のPR、実演、チラシ配布等無償で

提供できるもの
出店料　無料
B　模擬店ブース
対象　両日出店できる団体
出 店料　1万8，000円/1区画
　1区画：2.7m×3.6m×全高2.8m（軒下2m）
　※1出店者につき2区画まで
備 品　机・椅子は持込み可
　※希望する人は有償で貸し出し。
　 電気使用料、ガス使用料、使用する備品リストは

申込用紙と合わせて送付します。
※発電機・カセットコンロの持ち込み、使用は厳禁。
申 込・問 ①Aは企業名、Bは団体名②担当者名③

担当者の住所④担当者の日中連絡が取れる電話
番号⑤企業ブースか模擬店ブースか記載してE
メール。受付完了後、申し込み用紙を送付しま
す。9/30㈮までにかたのにぎわいフェスタ実
行委員会事務局までFAXまたはEメール。

　☎892-4500（月～木曜日13:30 ～ 16:00）
　 892-4507　 info@katanojc.or.jp

※ 応募多数の場合は、市内企業・団体を優先し、受
付先着順とします。また、希望区画数に対応でき
ない場合があります。

申請はこちら
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お知らせ
教育 令和5年度使用

交野市立小・中学校教科用図書
令和5年度使用交野市立小・中学校教科用図書が
決まりました。詳細は市ホームページをご覧くだ
さい。
問 指導課 ☎810-0522

寄贈 地域見守りボランティアへ雨具の寄贈

6/17に校区内で毎日登下校を見守ってくださっ
ている地域の見守りボランティアへ、交野みらい
小学校PTAから雨がっぱが贈呈され、感謝の気持
ちを伝えられました。
問 社会教育課 ☎892-7721

防犯 大阪府警察本部鉄道警察隊
「列車内ちかん被害相談」

ちかん被害に遭った、目撃したときは、大阪府警
察本部鉄道警察隊が24時間相談を受け付けてい
ます。ちかん被害防止講座の動画を配信していま
す。「列車内防犯講座」で検索してください。
問 大阪府警察鉄道警察隊 ☎06-6885-1234

防災 大阪880万人訓練

府から府域全域に、市から市域全域に
エリアメール・緊急速報メールを発信し
ます。防災・減災を考え、一人ひとりが
身を守る行動を取りましょう。
日時　9/2㈮ 13:30訓練一斉開始
 府＝13:33（大津波警報発表）
 市＝13:35（火災拡大通報）
※ 訓練用の「緊急速報メール／エリアメール」が携帯

電話など（対応機種のみ）に届きます。対応機種に
ついては、各携帯電話会社にお問い合わせください。

※ 災害等により、やむを得ず中止する場合があります。
※ マナーモードでも着信音が鳴ります。映画館等

では電源を切ってください。
https://www.pref.osaka.lg.jp/shobobosai/trainig_top/

問 府民お問い合わせセンター ☎06-6910-8001

くらし 就業構造基本調査にご協力を

総務省統計局では、10/1現在で就業構造基本調
査を実施します。この調査は、日本の就業・不就業
の実態を明らかにすることを目的としており、国
が行う調査の中でも特に重要なものとされる「基
幹統計調査」です。9月下旬から、無作為に抽出し
た調査世帯（約150世帯）に調査員が伺いますの
で、調査へのご協力をお願いします。
問 総務課 ☎892-0121

防犯 自転車を盗難から守りましょう

大阪で最も被害の多い犯罪は自転車の盗難です（令
和3年中17,078件）。自転車の盗難の約半数は鍵を
かけない状態で被害にあっています。大切な財産を
守るため、自転車から離れる時は、短時間でも必ず
鍵をかけましょう。また、自転車防犯登録は盗難時
の早期発見に役立ちます。登録に関しては大阪府自
転車商防犯協力会（☎06-6629-0750）
にお問い合わせください。
問 危機管理室 ☎892-0121
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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。

比
例
代
表（
届
出
順
）

 政党等名称（個人得票数含む） 得票数

幸福実現党 88票

日本維新の会 13,901.093票

れいわ新選組 1,200.096票

公明党 5,341.909票

ごぼうの党 90票

立憲民主党 2,744.779票

国民民主党 1,784.198票

参政党 1,077票

日本第一党 61票

日本共産党 2,758.176票

新党くにもり 39票

自由民主党 7,337.728票

社会民主党 452.078票

NHK党 654.934票

維新政党・新風 29票

※小数点以下の得票は、あん分票によるものです。
問 選挙管理委員会事務局 ☎892-0121

防犯 不審な訪問にご注意ください

突然、業者が訪問し、耐震診断や耐震改修を勧誘
されたという相談が増えています。不審に感じた
ら、交野警察署や開発調整課にご相談ください。
耐震啓発のため、市職員が訪問やちらし配布を行
うことがありますが、訪問時は身分証等を携帯し
ています。不審と感じる業者が訪問した際は、身
分証の提示を求め、事業者名や名前を確認してく
ださい。
※ 耐震補助金の問い合わせも開発調整課までご連

絡ください。
問 開発調整課 ☎892-0121

選挙 第26回参議院議員通常選挙結果

7/10に行われた第26回参議院議員通常選挙の
交野市の結果をお知らせします。

投票結果

男性 女性 合計

当日
有権者数 30,823人 33,379人 64,802人

選
挙
区
選
挙

投
票
者
数

18,135人 20,207人 38,342人

投
票
率

58.84％ 59.47％ 59.17％

比
例
代
表
選
挙

投
票
者
数

18,134人 20,202人 38,336人

投
票
率

58.83％ 59.45％ 59.16％

開票結果
当選 候補者氏名 党派 得票数

当 高木 かおり 日本維新の会 7,449.967票

当 松川 るい 自由民主党 7,329票

当 浅田 均 日本維新の会 6,650票

当 石川 ひろたか 公明党 6,434票

たつみ コータロー 日本共産党 3,426票

石田 としたか 立憲民主党 2,421票

大谷 ゆりこ 国民民主党 1,007票

やはた 愛 れいわ新選組 952票

油谷 聖一郎 参政党 895票

西谷 ヒサヨシ 維新政党・新風 232票

吉田 ひろゆき ＮＨＫ党 168票

にしわき 京子 ＮＨＫ党 122票

丸吉 たかふみ ＮＨＫ党 92票

数森 けいご 幸福実現党 90票

ほんだ かおり 日本第一党 82.032票

たか山 純三朗 ＮＨＫ党 77票

ごとう よしひろ 新党くにもり 50票

押越 清悦 目覚めよ日本党 20票
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お知らせ
福祉 男性用個室トイレに

サニタリーボックスを設置
サニタリーボックスとは、個室ごとに設置される小
さめのごみ箱です。前立腺がんや膀

ぼうこう

胱がん等の疾
病等により、尿漏れパッドを使用している人が安
心して施設を利用できるよう、市内公共施設に設
置しました。設置施設は、ホームページ
をご覧ください。
問 総務課 ☎892-0121

福祉 9/10 ～ 16は自殺予防週間です

1人で悩まず、専門の相談機関に相談してください。
こころの健康相談統一ダイヤル
日 時　9/1㈭9:30 ～ 30㈮17:00（期間中24時

間対応）
電話番号　☎0570-064-556
自殺予防いのちの電話
日時　毎月10日8：00 ～翌日8：00（24時間）
電話番号　☎0120-783-556
大阪府こころのほっとライン-新型コロナ専用-
新型コロナウイルス感染症に関する不安やストレ
ス等、こころの健康に関する相談にLINE（文字チ
ャット）でお応えします。
日時　毎週水・土・日曜日
　17：30 ～ 22：30（受付22：00まで）
相談窓口一覧
大阪府こころの健康総合センター
ホームページをご覧ください。

交通 秋の全国交通安全運動

9/21㈬～ 30㈮は、秋の全国交通安全運動期間で
す。交通事故のない安全な社会をつくりましょう。
全国重点
　▷子供と高齢者を始めとする歩行者の安全確保
　▷夕暮れ時と夜間の歩行者事故等の防止及び飲酒
運転の根絶
　▷自転車の交通ルール遵守の徹底
大阪重点
　▷二輪車の交通事故防止
問 交野警察署☎891-1234  危機管理室☎892-0121

健康 集団健（検）診�

日 時　12/1㈭・5㈪・15㈭・23㈮
　※健（検）診日の指定はできません。
場所　ゆうゆうセンター
内 容　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

※電話・窓口での受付は平日9：00～17：30です。
※詳細はホームページをご覧ください。
※ 胃がん検診受診者のみ、追加で胃リスク検診が

受診可能です。
※ 各検診部位のがんで治療中や経過観察中の人は

検診の対象外となります。
申 込・問 9/1㈭～ 30㈮までに市集団

健（検）診予約システム（QRコード）
か健康増進課へ電話・窓口、医療保険
課窓口 ☎893-6405

健康 10月分センター健（検）診
追加募集�

自覚症状がある場合は、医療機関の受診をおすす
めします。各検診部位のがんで治療中や経過観察
中の人は検診の対象外となります。
日時　10/28㈮・31㈪　場所　ゆうゆうセンター
内 容　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・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
診可能です。

定員　先着順。各項目が定員になり次第受付終了。
申込　9/1㈭9：00から健康増進課窓口か電話
※詳細はホームページをご覧ください。
問 健康増進課 ☎893-6405

健康 休日急病診療所からお知らせ

休日急病診療所では、無熱者と有熱者で診療時間
を分けています。内科・小児科・歯科いずれの受診
も必ず電話予約が必要です。来所の際は、必ずマス
クを着用し、なるべく車でお越しください。
内科・小児科
診療時間　10：00 ～ 14：00
　（無熱者9：45 ～11：00、有熱者9：45 ～13：30）
歯科
診療時間　10：00 ～ 12：00（受付9：45 ～ 11：30）
※ 感染症拡大の状況に応じて、診療体制が変わる

可能性があります。また、予約状況により対応で
きない場合があります。

問 健康増進課 ☎891-8124
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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。

保健所 保健所だより

▷骨髄ドナー登録(無料･予約制)
日時　第1月曜日9:30
▷ 結核・指定難病・小児慢性特定疾病等の相談（随

時、予約制）
▷ 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月曜日9:30 ～ 10:15
※新型コロナ対策のため変更の可能性あり。
▷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
▷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
▷ 飲料水（井戸水）等の検査（有料）・検便(腸内細

菌)（有料）・ぎょう虫卵検査（有料・予約制）
日時　9/6・20㈫9:30 ～ 11:30
問 ▷肝炎、骨髄ドナー、指定難病等（母子・難病）
 ☎878-1042
 ▷HIV、結核等（感染症）☎878-1090
 ▷こころの健康相談（精神）☎878-2477
 ▷医療相談（総務）☎878-1021
 ▷飲料水等の検査　茨木保健所検査課
 ☎072-620-6706
※ 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

健康 成人歯科健診�

成人歯科健診を受診し、口の健康状態をチェック
しましょう。
期間　令和5年3月末まで
場所　市内実施歯科医院
対 象　令和4年度中に、40・50・60・70歳になる市民
費用　500円
受 診に必要な物　個別通知のはがきか、年齢・住所

が確認できるもの(マイナンバーカード等)、あ
れば健康手帳

問 健康増進課 ☎893-6405

健康コラム･･･････････････････････････

よくかんで食べよう

　みなさんは食事をするとき、かむ回数を意
識していますか？最近は柔らかい食べ物が
多いため、かむ回数が減っているというデー
タがあります。よくかんで食べると、早食い
を防ぐことができ、肥満予防の効果がありま
す。また、ホルモンの分泌が促され、うす味・適
量でも満足感を得ることができます。その他
にも、脳の活性化や虫歯予防、子どものあご
の発育など、さまざまな効果が期待できます。
　普段の食事に根菜類など歯ごたえのある
ものを取り入れたり、ひと口食べたら箸を置
いたりする工夫をすると、自然とかむ回数が
増えます。食事の際には、よくかんで食べる
ことを意識してみましょう。

 27



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。

お部屋の開放 火～土曜日①10:00 ～ 12:00
 ②14:30 ～ 16:30

2部制。予約優先・人数制限あり。前日～当日受付。0歳～ 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。

おしゃべり会 9/2㈮10:30 ～ 「家事時短どうしてる？」。
つくってあそぼ 9/8㈭10:30 ～ 「布ガムテバッグ作り」。
出前講座 9/16㈮10:30 ～ 「子育て家庭の防災対策」。6組。〈要申込〉9/2㈮～
ゆなさんの
ベビーマッサージ 9/20㈫10:30 ～ 持ち物：バスタオル、お茶等。〈要申込〉9/7㈬～
個別おしゃべり
Day

9/22㈭ ①10:00②11:00
③13:30④14:30⑤15:30 各1組60分。相談したいこと等、スタッフとお話ししませんか。

●交野市立地域子育て支援センター　☎810-8270  ※全ての申し込みは、来所か電話にて9:30～です。

遊戯室・
お庭の開放

月～金曜日 Ⓐ10:00 ～ 12:00
Ⓑ14:30 ～ 16:30

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

第2・4土曜日 Ⓐ10:00 ～ 12:00
Ⓑ14:30 ～ 16:00 2部制。予約優先。人数制限あり。予約受付は平日のみ。

託児付き
子育て講座 9/12㈪10:15 ～ 11:45

「アロマを使ったセルフヘッドマッサージ」。6人（託児6人
まで）。ヘッドスプレー代350円（おつりのないように）。
持ち物：フェイスタオル〈要申込〉9/1㈭～

育児相談会 9/13㈫10:30 ～ 11:30 「生活リズムや子育てで気になることを聞いてみよう」。保健
師による相談会（Zoom参加できます）。〈要申込〉9/1㈭～

にこにこ
Do(ど)ようび 9/24㈯10:00 ～ 10:30 「お庭で遠足ごっこ」。一人歩きできる子。持ち物：帽子・肩か

ら掛けられる水筒・レジャーシート。〈要申込〉9/1㈭～
たまて箱 9/26㈪10:30 ～ 11:00 「どろんこ遊び」。雨天中止。持ち物：帽子・着替え・飲み物。

〈要申込〉9/1㈭～
SP企画 9/29㈭10:30 ～ 11:15 「Beans♪さんによる音あそび」。音あそびを一緒に楽しもう!

持ち物：飲み物。〈要申込〉9/1㈭～
わ
く
わ
く
ラ
ン
ド

こりす組 10/5㈬10:00 ～ 11:00 3か月～ 9か月

〈要申込〉9/20㈫～
うさぎ組 10/3㈪10:00 ～ 10:45 10か月～ 1歳3か月
こあら組 10/6㈭10:00 ～ 10:45 1歳4か月～ 1歳11か月
らいおん組 10/4㈫10:00 ～ 10:45 2歳～

●星田地域子育て支援センター　☎860-7193  星田こども園内

お部屋の開放 月～金曜日 ①9:00 ～ 11:00
 ②13:00～15:00

2部制。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。

親子教室 9/13㈫10:00 ～ 11:00 「親子でふれあい遊び」。1歳6か月以上。先着5組。〈要申込〉9/1㈭～
子育て講座 9/29㈭10:00 ～ 11:00 「食事と生活リズム」。栄養士の話。先着5組。〈要申込〉9/15㈭～

●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

お部屋の開放
水・金・土曜日
①10:00 ～ 12:00
②14:00 ～ 16:00

2部制。予約優先・人数制限あり。〈①のみ要予約:前日または当日〉。
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。

図書館司書による
絵本の紹介と
読み聞かせ

9/7㈬10:30 ～ 11:00 〈要予約：前日または当日〉

栄養士さんに
きいてみよう 9/16㈮10：30 ～ 11：30 〈要予約：前日または当日〉

ペープサート 9/21㈬11：00 ～ 「どうぶつシリーズ」。〈要予約：前日または当日〉

子育て講座 9/28㈬10：30 ～ 11：30
「YouTubeとの付き合い方」。10組（Zoom参加あり。20組）。〈要申
込〉9/1㈭～※Zoom参加は、名前と電話番号を記入し、メールで申
し込み（ID・パスワードを申込後送付）。 kosodate@city.katano.osaka.jp

保育付
子育て講座 10/12㈬10:00 ～ 11:30 「ハッピーママ講座♡ママの幸せが子どもの幸せ」。自分の好きを

思い出そう！10人。1歳以上保育あり。〈要申込〉9/1㈭～

　

　

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。
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●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｡
4か月児健診 10/4㈫ 2022年5/11 ～ 6/10生まれの乳児に案内を送ります。

持ち物:
母子健康手帳1歳6か月児健診 10/18㈫ 対象者に案内を送ります。1歳6か月児健診は1歳7 ～ 8か月

前後、3歳6か月児健診は3歳7 ～ 8か月前後に送付予定です。3歳6か月児健診 10/12㈬

パパママ☆
マタニティー教室

①10/5㈬ ②10/22㈯
9:20 ～ 11:30
ゆうゆうセンター 2階体験学習室

①産前・産後の体の変化とケアについて②沐浴・妊婦
体験。各先着7組。妊婦とその家族（パートナーまたは
両親）。持ち物：母子健康手帳、筆記用具、パパママ学級
テキスト（教室で200円で販売）。〈要申込〉9/5㈪～

※密を避けるため人数を制限しています。そのため案内時期が通常より遅れる場合があります。※密を避けるため人数を制限しています。そのため案内時期が通常より遅れる場合があります。

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。

●一時預かり保育　※事前に登録が必要です。詳細は各施設。
※本人や家族がPCR検査を受けることになった場合、陰性が確認されるまで利用をお控えください。控えください。
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

●病児保育 交野病院　☎891-0331  ※受入れ基準は、交野病院ホームページをご覧ください。
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

●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。
あさひ認定こども園
☎892-0206

〈園庭〉9/6㈫9:30 ～ 11:00
〈室内〉9/15㈭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。くらやま認定こども園
☎892-8433

〈園庭〉9/6㈫9:30 ～ 11:00
〈室内〉9/9㈮9:30 ～ 11:00

認定こども園
高岡幼稚園
☎892-2320

〈先生と一緒にあそぼう！〉
9/1㈭・14㈬10:30 ～

天候が良ければ水遊びを予定。ぬれてもいい服、
着替え等を持参してください。雨天の場合は室内
で実施。

わかばこども園
☎891-1824 〈土曜音楽会〉9/3㈯10:15 ～ 10組程度。〈要申込〉電話

ほしのまち・
ほしのうた保育園
☎396-9140

〈Beans♪と親子deあそぼ〉
9/4㈰①10:00 ～ 10:45
 ②11:00 ～ 11:45

親子リトミックと親子体操。1歳～ 2歳。
各8組。場所：星田会館

〈要申込〉電話またはホームページ

〈子育て家庭Café de相談〉
9/17㈯14:00 ～ 16:00 

お茶を飲みながら、子育ての悩みなどをお話し
しませんか？内容：①未就学児対象の「子育て全
般について」②未成年の子ども対象の「子育て家
庭の法務相談」。担当：①保育士②行政書士。時
間：1人45分。〈要申込〉電話またはホームページ

開智幼稚園
☎892-3488

〈園庭・室内〉
9/7・21㈬10：50 ～ 11：40

2018 年 4/2 ～ 2020 年 4/1生まれ。登 録 時に
1,000円が必要です。

認定こども園
交野保育園
☎891-6203

〈さくらんぼクラブ〉
9/13㈫13:00 ～ 13:40

保育士による手遊びや読み聞かせ。
場所:交野会館2階

〈いきいき親子体操〉
9/20㈫13:00 ～ 13:40

おおむね1歳6か月～。6組。
場所:交野会館2階。〈要申込〉電話

ほしだ幼稚園
☎891-3856

〈遊ぼう会〉
9/14㈬10:15 ～ 11:45

室内小運動会。2019年4/2～2020年4/1生まれ。
先着15組。駐車場あり。〈要申込〉9/5㈪10:30 ～
専用電話☎894-2697

あまだのみや
ちどりこども園
☎892-1351

〈園庭開放〉9/15㈭10:00 ～ 11:00
〈室内開放〉9/8㈭10:00 ～ 11:00

駐車場あり。園庭開放は雨天中止。前日が雨や地
面のコンディションが悪い場合も中止。

交野幼稚園
☎891-2333

〈ピッコロクラブ〉
10/3㈪10:30 ～ 11:30

2020年4/2 ～ 2021年4/1日生まれ。15組程度。
500円。〈要申込〉9/15㈭10：30 ～㈱エルステップ
ス☎06-6943-4411 ※次回の開催予定日は11/7㈪

認定こども園
ひかりの子幼稚園
☎891-9000

〈新しくなった遊具や森であそぼう!!〉
10/5㈬①10:00 ～ 11:00
 ②11:10 ～ 12:10

園庭遊具、森遊び、手遊び、絵本等。各7組。
〈要申込〉9/20㈫10：00 ～電話
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藤が尾小学校体育館

現役バレー選手と一緒に練習

　交野市・パナソニックパンサーズ連携事業の一環
で、交野市スポーツ少年団主催のバレーボール教室
が行われ、約30人が参加しました。
　現役のパンサーズの選手が5人参加し、練習やミニ
試合などを通じて、バレーボールの楽しさを伝えました。
　身長2m越えの選手もおり、現役選手の迫力あるアタックやレシーブに子どもたちは目を輝かせていました。
　最後にパンサーズの選手からTシャツのプレゼントもあり、「Vリーグの試合にこれを着て応援しに行
くぞ!」と喜んでいました。

30
7

私市水辺プラザ周辺

天の川七夕まつりが3年ぶりに開催

　コロナ禍で中止されていた天の川七夕まつり（写真左・下）が
3年ぶりに復活しました。久しぶりに灯された灯ろうやあんどん
の揺らめく光に、来場者は思い思いの七夕を楽しんでいました。
　また、7/7には星田妙見宮（写真右下）でも七夕祭が開催され
ました（機物神社では、まつりは中止になりましたが、笹飾りは
行われました〈写真左下〉）。
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ら

　集英社

児
童
書

一
般
書

今月のおすすめ本

語りかけ絵本　えだまめ
　夏の野菜、枝豆がさやから飛び出る様子を描いた21㎝ほどの絵本です。「なんだろな なんだ
ろね」「おまめがはいってるよ。だしてみよっか」さやから枝豆が3つ出ました。
　「たべてみる？あーん！」鮮やかな緑の色彩で実物大に描かれた絵は、聞き手の理解を助け、身
近な食べ物は生活の中の「科学の目」を育てます。絵本を読みながら言葉をかけ、実際に体験する
ことで子どもの世界が広がる「きっかけ」になる一冊です。

問 障がい福祉課☎893-6400
手話ではなそう

BOOK

祝日開館（室）のお知らせ　倉治図書館・青年の家図書室は9/23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。 問倉治図書館 ☎891-1825、青年の家図書室 ☎893-4881

こがようこ／ぶん・え　大日本図書

夫妻地震

胸の前で上に向けてそろえ
た両手のひらを前後に揺ら
します。

全指を伸ばして広げた両手
を右上から左下に向けて回
転させながら斜めに勢いよ
く降り下ろします。ゆっくり
おろすと「風」になります。

片方の手で親指と小指を立
てて、手の甲を胸の前に出し
ます。もう片方の手は中三
指で「く」の字を書きます。

「災」の字を表します。

台風災害

っしょに読んで  「おはなし会で人気の絵本」(2・3歳～)い
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大阪公立大学附属植物園（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.omu.ac.jp/bg/
●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/大阪府在住で65歳以上の人150円（住所と年齢が分かる公的証明書提示が
必要）中学生以下無料　　●駐車料　普通車500円/マイクロ1,000円

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 to Kisaichi Botanical Garden

絶滅危惧種
まもろう

キバナノツキヌキホトトギス
［環境省レッドリスト/絶滅危惧IB類］
花期 10月
宮崎県の尾鈴山で唯一自生する多年草。崖に下垂
して生え、茎は葉の下部を突き抜けるように伸びる。

←←
　　
絶
滅
リ
ス
ク  
高

➡

イベント情報
●�夜間特別開園　9/2㈮・3㈯　17:00 ～ 20:30（20:00最終入園）
●夜咲き熱帯スイレン観察会　9/2㈮　20人（先着）
●樹林型観察会～異なる樹林型の植物を観察～　9/10㈯　15人（先着）

詳細は当園ホームページをご覧ください。

チョウセンアサガオ
●�熱帯アジア・熱帯アメ
リカ原産、ナス科の一
年草または多年草
●�葉の脇に大きな白色の
花が開く

●�江戸時代の医学者華岡
青洲は麻酔薬として使用

キイジョウロウホトトギス
●�ユリ科の多年草で1～
2個の黄色の花が咲く
●�紀伊半島南部に自生
し、ジョウロウホトト
ギスの仲間

●�環境省レッドリストの
Ⅱ類に指定

ハネセンナ
●��南アメリカ原産、マメ科
の落葉低木で高さ1～
3mになる
●�ゴールデンキャンドルと
も呼ばれ黄色の花が咲く
●�葉は煎じて飲んだり、
湿布にしたりする

キノクニスズカケ
●�オオバコ科の多年草で
白い花が咲く
●�紀伊半島南部にのみ自
生し、スズカケソウの
仲間

●�環境省レッドリストの
Ⅱ類に指定

※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。

10月9月 ～

10月9月 ～ 10月9月 ～

10月

このコーナーでは、当園が保全活動を行っている絶滅危惧植物
を紹介します。

夜咲き熱帯スイレン観察会
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※当時の広報紙がモノクロ印刷であったため、カラーフィルム普及後も多くの写真がモノクロで撮影されています。
※�写真のコメントは、フィルムについていたメモや伝聞に基づいていますので、必ずしも正確な情報ではないことをご了承ください。�
なお、掲載した写真について詳細をご存じの場合は、ご連絡いただけると幸いです。

一面が水で埋め尽くされた
真ん中を線路が連なってい
く風景は、異世界の温泉宿
を舞台にしたアニメ映画の
ワンシーンを彷

ほうふつ
彿とさせま

す。場所は不明ですが、京阪
交野線の郡津側から私市方
向を写したものと推測しま
す。昭和30年代後半とメモ
に書かれていましたので、第
二室戸台風（昭和36年）の被
害なのかもしれません。

1枚目の写真から水をなく
せば、このような風景が広
がります。水と田んぼの違い
はあれど、ポツンと浮かぶ
島のような駅だったことに
違いはありません。車両の
形と単線が時代を感じさせ
ます。なお、全線複線化され
たのは平成4年（1992年）
でした。

郡津駅〈昭和30年代後半撮影〉

台風被害で線路水没〈昭和30年代後半撮影〉

古いフィルムから
From old film
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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。

11月号の締め切りは9/30㈮ 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。

淡路島の「若人の広場公園」にある戦没学徒の記念・追悼施設（丹
たんげ
下健
けんぞう
三

氏設計）を見学し、戦争を振り返り、恒久平和を祈ります。
日時　9/28㈬
行�程　ゆうゆうセンター（8:30出発）→若人の広場公園→休暇村南淡
路（昼食）→あわじ花さじき→ゆうゆうセンター（17:30頃帰着予定）

募集人数　20人（先着）　費用　3,800円（昼食代込み）
申込・問�9/20㈫までに交野市遺族会
　山

やまだ
田☎090-8145-1378、

　南
みなみ
☎891-2064

戦没学徒若人の広場公園
研修バスツアー

攝友会交南分会同好会会員募集
脳活。短歌も詩吟教室で歌えてスロ
ーライフ。毎月第１・２・３火曜13：00
～16：00。青年の家。入会1,000円、
月1,000円。
問�中

なかむら
村�☎090-1716-6855

メンズヨガ　無料体験
自律神経を整えます。心も身体も
健やかに。9月毎週火曜10：00 ～
11：00。青年の家。月4,000円。
問�鈴

すずき
木�☎080-1490-1482

星のパレット会員募集
水彩画を楽しみましょう。未経験
者も歓迎。毎月第２・４金曜13：00
～。青年の家。半年500円。
問�竹

たけだ
田�☎892-5180

交野俳句会員募集
和気あいあいと気軽に俳句を楽し
んでいます。毎月第1日曜13：00～
15：00。青年の家。月1,000円。
問�五

い お
百旗

き と
頭�☎090-6663-0068

カリスゆったりストレッチ体操
全身ほぐし、ゆがみ矯正、姿勢矯正。
バスタオル持参。毎週月曜10:30～、
いきいきランド交野。木曜14:00～、
武道施設。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

み き
起�☎090-9612-2154

交野陶芸協会一日体験教室
陶芸体験教室参加者募集。興味のあ
る方ぜひ参加を。9月第2・3・5金曜
13：00～16：00。星の里いわふね。
参加費1,000円。
問�祢

ね ぎ
宜�☎090-4037-3978

体育リトミックぴょんぐりら
保育士と一緒に音楽、体育知育遊び
を楽しむ。毎月第2・4金曜①9:45～
10:45②10:45～11:45。青年の家。
①2歳以上②2歳未満対象。1回500円。
問�坂

さかもと
本�☎090-9091-5621

� renkurukana@aol.com

スポーツウエルネス吹矢体験会
健康に良い吹矢、一度体験してみま
せんか。9/5㈪・11㈰・19㈷13:00
～16:00。いきいきランド交野。無料。
問�寺

てらしま
島�☎090-2116-0054

ほぐピラ　無料体験会
ほぐすピラティスで健康な体作り
を。9/9・16㈮ 14：30 ～。青年の
家。無料。
問�古

ふるかわ
川�☎090-5057-0196

あしたへ！
発達障がい等気になる人、お話しし
ませんか。9/15㈭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

なかの
野�☎891-9040

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。9/14㈬13:30 ～ 16:00。ゆう
ゆうセンター。精神障害者の家族対
象。無料。
問�雲

くもかわ
川�☎891-0884

詩
吟

34



いずみ れ い か

作　泉  麗香
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
Ａ
４
サ
イ
ズ
版
を
公
開
し
て
い
ま
す
。完
成
し
た
塗
り
絵
を
送
っ
て
い
た
だ
く
と
、

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
へ
の
掲
載
や
、イ
ベ
ン
ト
等
で
掲
示
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

【
申
込
】〒
５
７
６ｰ

８
５
０
１　
情
報
政
策
課
広
報
担
当

https://w
w

w
.city.katano.osaka.jp/docs/2019030600058/

見て観て歩こう会(秋の草花)
くろんど園地で草花観察。要予約。
10/4㈫9:30～ 15：30（雨天中止）。
私市駅集合。河内森駅解散。無料。
問�福

ふくしま
島�☎893-0399

親子で一緒に楽しみながら遊んで、地域の友達を作りませんか（未就園
児が対象）。
①仔やぎの会:第3水曜日10:00～11:30　井手之内会館（私市4丁目）
②げんきっず・まみぃ :第3木曜日10:30～ 11:30　ゆうゆうセンター
③�ピーナッツ双子・三つ子の会（多胎児対象）:第4金曜日10:30 ～
12:00　ゆうゆうセンター
詳細はホームページをご確認ください。
　https://sites.google.com/view/katano-twinkle

問�子育て支援課�☎893-6406

日時　9/25㈰10：00～15：00
場所　いきいきランド交野
内容　各種団体による模擬店、
その他催し（10グループ出演予定）
問��地域振興課きさいべふれあ
い祭り実行委員会

� 池
いけがわ
川�☎892-3854

子育てサークルメンバー募集

第13回
きさいべふれあい祭り

交野フィル第23回定期演奏会
チケット等は当団HPを参照。9/18㈰
14：00～。枚方市総合文化芸術セン
ター関西医大大ホール。前売り800
円、当日1,000円、高校生以下無料。
問�木

きのした
下�☎891-7264

第20回星のパレット水彩画展
水彩画約40点展示。会員も募集中で
す。9/20㈫～ 25㈰9:30 ～ 16:30�
(最終日は16:00まで)。青年の家。
無料。
問�竹

たけだ
田�☎892-5180

ママのリフレッシュデー・ヨガ
9/29㈭10:00 ～ 12:00。ゆうゆう
センター。育児中の人対象。定員12
人・保育付き10人。500円。
問�9/12㈪10:00～9/16㈮Kid'sさ
ぽーと・かたの�☎090-9865-7724

自己肯定力入門講座（予約制）
他人軸ではない自分軸の人生を歩み
ませんか。9/25㈰青年の家。無料。
問�梶

かじ た
田�☎070-8409-3913

童謡を歌って元気アップしよう
楽譜が読めなくても大丈夫。皆で楽�
しく歌おう。9/26㈪13:00～14:15。
いきいきランド交野。1,000円。
問�小

おざ わ
澤�☎090-7103-4793
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市民・事業者・経済団体と市が連携・協力し、にぎわいあふれる交野を目指すため、
“交野ブランド「カタノのチカラ」”を認定しています。
詳細はホームページまたは地域振興課（☎892-0121）まで
https://www.city.katano.osaka.jp/docs/2016042100019/

野村ファーム
　野村ファームの野菜は無農薬、無化学肥料で
す。農園内の金魚、鯉、川魚などを飼っている池
の水を使って、野菜に水やりをしています。

野村ファームの原木椎茸は星田の山の自然林の中で
育てています。自然の雨と風、ふかふかの腐葉土で育っ
た椎茸は風味がよく、アワビのような食感があります。

野村ファーム（南星台）
☎893-5588

販売場所:
京阪百貨店守口店、
フレンドマート交野店、
旬の駅京都店、ならやま本店農園長　谷

たにもと
本 達

たつひさ
久さん

野村ファーム　野村ファーム　

原木生椎茸 森育ち原木生椎茸 森育ち
540540円円（（税込税込）～）～ 価格は時季によって変わります価格は時季によって変わります

KatanoBrand
KatanoBrandい

いもん

い

いもん

い
っぱい！

い
っぱい！

かたのブランドかたのブランド
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人
口

と
世

帯（
7月

末
現

在
）　

世
帯：33,692世

帯
人

口：77,436人
  男

性：37,259人
  女

性：40,177人
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