令和元（2019）年９月号

・高齢者用肺炎球菌の予防接種はも
うお済みですか
・９月 日から 日は「自殺予防週
間」です
・高齢者等訪問理容・美容サービス
出張料の助成
・長寿祝金を贈ります
・更生保護サポートセンターをご利
用ください
・秋の全国交通安全運動（９月 日
〜 日）
・救急車の適正利用にご協力を
・ 火災予防のため防炎品を利用しましょう
・消防団活動について
・交通事故などにあったときは届出
をお願いします
・整骨院などにおける健康保険の対
象について
・年金生活者支援給付金の請求書類
が届いたかたへ
・今月の税金
・消費生活センター相談事例
・年金なんでも相談
・無料公証相談所の開設
・各種相談窓口
・府総合労働事務所「労働相談」の
お知らせ
・再生資源のキャラバン回収 ９
月・ 月
・ペットボトル・不燃ごみ・危険ご
み・大型ごみの収集日
・９月 日から 日は動物愛護週間
です
・障害者雇用事業所の金利負担軽減
措置
・オレンジゆずるバスの運賃改定に
ついて
・宝くじの助成金により各公共施設
の備品を整備

・まだ自治会に入っていないかたへ
・９月・ 月の子どもの歯の検診
・９月の母子保健事業
・９月の乳幼児食育推進事業
・毎月５日は少年を守る日
・夜間・休日の診察は豊能広域こど
も急病センターへ
・ ち
｢ょこっと保育」をご利用くださ
い
・スポーツのつどい中止のお知らせ
・移動図書館みどり号９月巡回日程
・箕面グリーンロードの料金改定に
ついて
・情報公開の広場
・市歳入金の徴収・収納委託につい
て
・全国家計構造調査にご協力をお願
いします
・９月 日は下水道の日
・市長が表彰します
・タッキー８１６番組紹介

・救急医療週間 市民健康教室
・アンチエイジングセミナー
・歌って笑ってお口の教室
・お口元気アップ教室 お口のお手
入れ編
・糖尿病コントロールセミナー
・敬老会のご案内
・肢体不自由者がスマートスピーカ
ーでできること
・高齢者疑似体験
・要約筆記講習会
・高齢者の生活支援サポーター養成
研修
・自立支援推進員養成講座
・秋の運転者講習会
・第３回箕面動物愛護市民フォーラ
ム

・救急医療週間及び各種救命講習
・看護師スキルアップ研修
・阪急箕面線３駅はしご酒 カ所巡
り
・箕面観光ボランティアガイド養成
講座
・箕面１００円商店街
・障害者市民向け就職支援パソコン
講座
・らいとぴあ
まなびカフェ
・ 識
｢字・日本語パネル展示」識字・
日本語教室の今
・市民企画講座 人と人が気持ちよ
くつきあうために
・メイプルホール・グリーンホール
からのお知らせ
・生涯学習講座「秋の講座」
・ミルマン夫妻とめぐるアートの旅
〜ジャポニスム編〜
・赤ちゃんのそばでリラックス！産
後ママのためのエクササイズ講座
・簡単椅子ヨガにチャレンジ！
・身近なホールのクラシック ピア
ノコンクールの知られざる舞台裏
〜チャイコフスキー国際コンクー
ル２０１９〜
・くらしの文字教室〜筆ペンで手習
い〜
・自分をつくる学校〜ワークショッ
プを通して、コミュニケーション
を学ぶ〜
・阪急宝塚線ミュージック駅伝ＭＯ
Ｔ！参加企画 身近なホールのク
ラシック 大大阪時代の朝比奈隆
・ 顔｢ヨガ」で笑顔キレイに！
・マンスリー多文化サロン タンザ
ニア編
・郷土資料館の催し
・国際交流協会の催し
・ニュージーランド柔道選手との交
流イベント
・第 回青少年文化祭

・９月のおひさまルームかやの・み
のお・ひじりの催し
・９月の出張子育てひろばのお知ら
せ
・遊びにおいでよ！幼稚園へ
・９月の保育園ミニイベント・園庭
開放
・教学の森イベント
・人形劇「はだかの王様」
・スポーツ教室
・総合型地域スポーツクラブ 箕面
東コミスポ
・総合型地域スポーツクラブ 箕面
ＳＣ
・スポーツ体験会・教室
・フルートとギターによるファミリ
ーコンサート
・桜井マルシェ
・星を観る会〜秋の星空・月・土
星・木星を見よう〜
・ヒューマンズプラザのおもちゃ病
院
・総合保健福祉センターの催し
・箕面市主催ボートレース

・第 回農業祭農産物品評会の出品
物を募集します
・市立幼稚園の園児募集（４月入園）
・令和２年度学童保育入室児童募集
・ファミサポ援助会員募集
・市職員
・豊能地区公立小・中学校事務職員
・障害者福祉センターささゆり園の
指定管理者を募集
・介護保険事業者を募集
・議会だより「ささゆり」の表紙写
真を募集！
・ 第
｢７回ふれあいフリーマーケット」
出店者募集
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健

記号の説明
…持ち物

…対象
…費用

…日時・日程
…一時保育

…場所
…内容
…申込先・申込方法

祉
安
全
保
険
医療年金

高齢者用肺炎球菌の予防
接種はもうお済みですか

福

肺炎は、日本人の死因の第
５位で、肺炎患者の約３割が
肺炎球菌によるものです。ワ
クチンの接種により、肺炎球
菌を原因とする肺炎を予防で
きると考えられています。
β次の表のかた（過去に一度
も接種を受けたことがないか
たに限ります）
接種期限…令和２年３月 日
α
対象者には６０００円分の
クーポン券・予診票を３月に
送付しています（自己負担額

康

31

…講師
…定員
…問い合わせ先

お知らせ

ＢＯＸ
MINOHCITY INFORMATION BOX

病
税

100歳以上
95歳

相

90歳

85歳

大正13年４月２日～大正14年４月１日

昭和 ４年４月２日～昭和 ５ 年４月１日

昭和９年４月２日～昭和10年４月１日

談
環

昭和14年４月２日～昭和15年４月１日

70歳

昭和24年４月２日～昭和25年４月１日

境

65歳

昭和19年４月２日～昭和20年４月１日

昭和29年４月２日～昭和30年４月１日

みどり

まちづくり

こころの健康相談 ９月１日
（日）
９:30～30日
（月）17:00
（24時間体制）
σ０５７０・０６４・５５６
統一ダイヤル

地域創造

こころの
LINE電話相談

９月１日
（日）9:30〜30日
（月）17:00
（24時間体制）
右記のQRコードからLINEの「友達」登録をした上、
無料通話機能をご利用ください。
※
「トーク」
による相談は行っていません

60

10

人権文化

16

コミュニティ

市民活動・ 子 ど も

ＱＲコードから、
さま
ざまな 相 談 機 関の
情報にアクセスでき
ます

11

人材募集

救急医療週間
市民健康教室

図 書 館

γ９月 日ι午後２時〜４時
δ市立病院 εζ「脳卒中と
頭部外傷」
・細井和貴さん（脳
神経外科医師）
、
「こどもの急
な病気のはなし〜知っていれ
ば役に立つ知識〜」
・長谷川泰
浩（市立病院小児科医師） η
２００人（当日先着順） μ無
料 ※手話通訳・要約筆記を
希望のかたは９月５日κまで
に要申込
ρ地域保健室σ７２７・９５
０７φ７２７・３５３９

スポーツ

一人で悩まず、専門の相談機
関にご相談ください。また、
身
近なかたの悩みに気付いたら、
温かく寄り添いながら悩みに
耳を傾け、専門家への相談を
勧め、見守りましょう。

国際交流

ρ地域保健室σ７２７・９５
０７φ７２７・３５３９

生涯学習

月・火・木・金曜日（祝日を除く）
９:30～17:00
σψ６６０７・８８１４
こころの健康に
若者専用電話相談
水曜日
（祝日を除く）9:30～17:00
不安を感じたら （わかぼちダイヤル） σψ６６０７・８８１４
池田保健所
月～金曜日
（祝日を除く）９:00～17:45
（精神保健福祉相談） σ７５１・２９９０
関西いのちの電話
σψ６３０９・１１２１
（24時間365日）
金曜日13:00～日曜日22:00
電話相談
大阪自殺防止センター σψ
６２６０・４３４３
月曜日20:00～火曜日３:00
こころの救急箱
σψ６９４２・９０９０
毎月10日８:00～翌日８:00
フリーダイヤルの
自殺予防いのちの電話 ＞
電話相談
０１２０・７８３・５５６
妊娠中や産後にこころ 府妊産婦こころの
月～金曜日10:00～16:00
σ０７２５・５７・５２２５
が不安になったら
相談センター
月～金曜日 ９:00～17:45
自死遺族相談
府こころの健康
σψ６６９１・２８１8
（代表）
（予約制）
総合センター
※
「自死遺族相談」
とお伝えください
月～金曜日
（祝日を除く）
８:45～17:15
健康についての相談 市地域保健室
σ７２７・９５０7
こころの電話相談

そ の 他

広告の申込は、箕面ＦＭまちそだて㈱（σ７２８・３２１０）へ

13

64

大正９年４月１日以前

80歳

75歳

は、医療機関によって異なり
９月 日から 日は「自
ますが２０００円〜２５００
殺予防週間」です
円程度）
。
自殺により全国で年間約２
対象者で、クーポン券など
万１０００人、府内でも約１
が転入などで届いていないか
３００人のかたが亡くなって
たは、みのおライフプラザ総
合窓口（σ７２７・９５５０） います。
自殺は、さまざまな要因が
へご連絡ください。また、
複雑に関係して、その多くが
歳〜 歳で心臓、腎臓、呼吸
器の機能またはヒト免疫不全 「心理的に追い込まれた末の
死」であり、「防ぐことができ
ウイルスにより免疫機能に障
る社会的な問題」と言われて
害があるかた（身体障害者手
います。
帳１級相当）は地域保健室へ
悩みを抱えているかたは、
ご連絡ください。

ρ地域保健室σ７２７・９５
０７φ７２７・３５３９

院

高齢者用肺炎球菌予防接種の対象者
（次の期間に生まれたかた）

令和元（2019）年９月号

10月 6日
（日） 13:00 萱野東小学校

13:30 グリーンホール

箕面

豊川南

10月 5日
（土） 13:30 豊川南小学校

歌って笑ってお口の教 室

東

へお問い合わせください。審
査の上、対象者にサービス券
を交付しますので、指定の理
容院・美容院の訪問サービス
にご利用ください ※出張料
のみを助成。理容・美容料金
は利用者が負担
πρ高齢福祉室σ７２７・９
５０５φ７２７・３５３９

9月29日
（日） 13:00 萱野北小学校

長寿祝金を贈ります

β ９ 月 １ 日 現 在、 市 内 在 住
で住民基本台帳に登録があり、
満 歳、
満 歳以上のかた。た
だし、今年度中に１００歳を
迎えるかたには祝金に代え祝
品を贈呈 金額…７０００円
民生委員・児童委員の協力
で９月５日κ〜 日λに届け
ます。
ρ高齢福祉室σ７２７・９５
０５φ７２７・３５３９

萱野北

10月13日
（日） 13:00 東小学校

南

10

糖尿病コントロールセ
ミナー
β血糖値・糖尿病が気になる
市民のかた及びその家族 γ
①９月 日κ② 月３日κ午
後１時 分〜３時 分 δ総
合保健福祉センター分館 ε
①「糖尿病でも食事を楽しも
う」②「わかれば簡単・カロ
リー計算」（①を受講したかた
のみ） ζ 市管理栄養士 η
各 人（申込順） μ無料
πρ９月２日ω午前 時 分
から、みのおライフプラザ総
合窓口σ７２７・９５５０φ
７２７・３５３９
30 26

高齢者等訪問理容・美容
サービス出張料の助成

萱野東

13:00 メイプルホール

９月１日現在で満 歳以上
の地域の高齢者が対象です。 ρ社協地域福祉推進課σ７４
９・１５７５φ７２７・３５
地区福祉会を始めとするボラ
ンティアのみなさんが企画し、 ９０
準備を行います。ぜひご参加
ください。 ※敬老会に参加
いただけるかたの年齢を、令
和２年度まで毎年１歳ずつ引
き上げます

敬老会のご案内

13:00 メイプルホール

時間

開催日

アンチエイジングセミ
ナー

お口元気アップ教室
お口のお手入れ編
β市内在住の 歳以上のかた
γ９月 日κ午後１時 分〜
３時 δ総合保健福祉センタ
ごえん
ー ε歯科衛生士による誤嚥
性肺炎予防の講習と口腔ケア
の実習 η 人（申込順） μ
無料
πρ９月３日α午前８時 分
から高齢福祉室σ７２７・９
５０５φ７２７・３５３９

8

13:30 南小学校

9月21日
（土） 13:00 萱野小学校

萱野

20

10月12日
（土）

北

13:40 とどろみの森学園

止々呂美

13:00 豊川北小学校

西

99

13:30 グリーンホール

豊川北

９月16日
（祝）

9:50 西南小学校

西南

地区名

中

88

β市内在住の 歳以上のかた
β市内在住の 歳以上のかた γ９月 日α午後１時〜２時
δＪＡ大阪北部農産物直売所
（総合事業対象者または要支
援・要介護認定を受けている （ 萱 野 ２ ︱６ ︱ ） ε 季 節
の歌を音楽療法士と一緒に歌
かたで、通所系サービスをご
利用のかたは参加できません） う μ無料
ρ高齢福祉室σ７２７・９５
０５φ７２７・３５３９

時間…13:30〜15:00 定員…20人（申込順。初めてのかた優先） 費用…無料

場所

場所

時間

開催日

地区名

30

β市内在住で、①②とも満た
すかた①おおむね 歳以上の
単身世帯、高齢者のみの世帯
及びこれに準ずる世帯、身体
障害者②心身の障害及び傷病
などの理由により理容院や美
容院に出向くことが困難 助
成額…１回当たり１０００円
（１人３回まで） 利用期間…
９月１日τ〜令和２年２月
日ν 利用方法…高齢福祉室

74

30

45

総合保健福祉センター
（みのおライフプラザ内）

北

γ10月4日・11日・18日・25日
（金）
骨折しない体づくりコース
δ特別養護老人ホーム白島荘 （全4回）
9月4日
（水）
ε転倒予防のための体操ほか
（白島３-５-50）

60

13

市立病院

65

30

豊能広域
こども急病センター

45
29

17

26

国道171号

9月2日
（月）

πρ 各申込開始日の午前８
時 分から高齢福祉室σ７２
７・９５０５φ７２７・３５
３９

萱野３丁目

γ10月1日・８日・15日・29日
（火）
（全4回）
ε腰痛・膝痛予防のための体操ほか

65

申込開始日

腰痛・膝痛予防コース
δ東生涯学習センター

日程・内容
コース・場所

45

30

65

…講師
…定員
…問い合わせ先
…場所
…内容
…申込先・申込方法
…日時・日程
…一時保育
…対象
…費用
記号の説明
…持ち物
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健

全

保
険
医療年金

24
病

相

談

環

人権文化

心があり、地域で自主的に取
り組みたいと考えているかた
γ 月 日〜 月８日の金曜
日午後１時 分〜３時（全４
回） ※３回以上参加のかた
に修了証を発行 δ総合保健
福祉センター分館 ε地域の
高齢者の集まりなどで普及さ
せるための介護予防の知識や
実践方法、自身の健康づくり
に役立つ内容ほか ζ市職員
η 人（申込順） μ無料
πρ９月 日ι午前８時 分
から高齢福祉室σ７２７・９
５０５φ７２７・３５３９

生涯学習

10

18

国際交流

20

45
コミュニティ

市民活動・ 子 ど も

秋の全国交通安全運動
（９月 日〜 日）

スポーツ

図 書 館

人材募集

９月 日α午前７時 分〜
８時 分に、阪急箕面・牧落・
桜井駅、小野原西６丁目交差
点で啓発活動を行います。ま
た、運動期間中「子どもと高
齢者の交通事故防止」を運動
の基本に掲げ、各種街頭啓発
活動を行います。
ρ市民安全政策室σ７２４・
６７５０φ７２４・６３７６

30

そ の 他

30

11

30

18

πρ社協ボランティアセンタ
ーσ７４９・１５３５φ７２
７・３５９０

自立支援推進員養成講座

地域創造

β 高齢者の健康づくりに関
みどり
まちづくり

21

24

15

高齢者の生活支援サポ
ーター養成研修
β高齢者宅で生活支援サービ
ス（掃除、洗濯、食事の準備な
ど）を行う生活支援サポータ
ーとして訪問介護事業所（ヘ
ルパー事業所）で働きたいか
た γ講義… 月 日κ・
日λ・ 日α午前９時〜午後
１時（ 日は正午まで） 実習
及び修了評価… 月 日ιま
たは 日λ午前９時〜午後１
時または午後１時〜５時 δ
府社会福祉事業団ＯＳＪ研
修・研究センター（白島３ ︱
５ ︱ ） ε 家事援助の基礎
知識や認知症の理解など、介
護に関する基本的な内容につ
いての研修（計 時間） η
人（申込順） μ無料
πρ府社会福祉事業団「箕面
市生活支援サポーター養成研
修」事務局σ７２４・８１６
７φ７２４・８１６５、地域
包括ケア室σ７２７・３５４
８φ７２７・３５３９
15 15

高齢者疑似体験
γ９月 日λ午後１時〜３時
δ市立介護老人保健施設 ε
車いす、装具などを用いて高
齢者の日常動作を疑似的に体
験 η 人（申込順） μ無料
πρ９月２日ωから市立介護
老人保健施設σ７２７・９５
３０φ７２７・３５９８

税

11
10

10

16

10

10

15

要約筆記講習会
入門講座
ε話の内容や音を文字で パソコン
βパソコンで文章が打てるかた
伝える方法を学ぶ
γ11月6日～27日の水曜日
（全４回） η16人（申込順）
θノートパソコン
（Windows７以降。
お持ちでないかた
は要相談） μ無料

いずれもξ５人（要申込。９
月 日λ締切）
院

境

時間…13：30～15：30 場所…障害者福祉センターささゆり園

27

手書き
γ10月9日～30日の水曜日
（全４回）
η16人（申込順） μ300円
（材料費）

更生保護サポートセン
ターをご利用ください

安

30

18

50

β 犯 罪・ 非 行 に 関 し て 悩 ん
でいるかた、過去の犯歴が原
因で仕事が見つからないかた、
更生保護活動に参加したいか
た γ月〜金曜日午前 時〜
午後４時 δ総合保健福祉セ
ンター分館 ε保護司が相談
を受け付け、アドバイスや関
係機関を紹介。更生保護活動
についてや、就労などの情報
を提供 μ無料 ※要予約
ρ更生保護サポートセンター
σ７２６・５４５４φ７４９・
１５６６

祉

13

肢体不自由者がスマート
スピーカーでできること

福

対象・日程など
コース・内容

10

β身体障害者手帳（肢体不自
由）をお持ちで、市内在住の
歳以上のかた γ９月 日
α・ 日ι午後１時 分〜４
時 分 δ池田市保健福祉総
合センター ε音声による操
作が可能なスマートスピーカ
ーについて解説、実践 η各
５人（申込順） μ無料
πρ９月 日λまでに池田市
障がい福祉課σ７５４・６２
５５、障害福祉室σ７２７・
９５０６φ７２７・３５３９

康

15

25

30

1日体験
β聴覚障害者の支援に関心があるかた
ε
身 振りや筆談で伝える
γ10月2日
（水） θ筆記用具 μ無料 ※申込不要
方法を体験

20

15

30

令和元（2019）年９月号

第３回箕面動物愛護
市民フォーラム

府道箕面池田線

の飼育管理などについての講
演 η１００人（当日先着順）
μ無料
ρ箕面市獣医師会事務局σ７
２０・２２１１、市民安全政
策室σ７２４・６７５０φ７
２４・６３７６

府道豊中亀岡線

銀行

箕面駅

箕面文化・交流センター

救急車は台数が限られ、適
正な利用には市民のみなさん
のご理解とご協力が必要です。
緊急性がない場合は、自家用
車やタクシー、または民間の
搬送事業者を活用してくださ
い。
なお、
急な病気やけがで「救
急車を呼んだ方がいい？」「病
院に行った方がいい？」「応急
手当の方法は？」「近くの救急
病院はどこ？」などと迷った
ら、「救急安心センターおおさ
か」σ＃７１１９（つながら
ない場合はψ６５８２・７１
１９）へ電話してください。

救急車の適正利用にご
協力を

北

秋の運転者講習会

14:00
箕面文化・交流センター
19:00
９月24日
（火）

コミュニティセンター豊川南小会館
９月17日
（火）

コミュニティセンター西南小会館
９月19日
（木）

下止々呂美自治会館
19:00
９月11日
（水）

らいとぴあ２１
９月 5日
（木）

※車での来場はできません

ε警察官による講話、安全運
転についての啓発ビデオの上
映ほか（約１時間を予定）
ρ市民安全政策室σ７２４・
６７５０φ７２４・６３７６

日 時

γ ９月 日τ午後２時〜４
時 δ箕面文化・交流センタ
ー テーマ…「とびきりステ
キなワンコとの時間〜はじめ
ましてから、大好きだよあり
がとうまで〜」 ε 高齢化す
るペットの現状や災害避難時

相談員・看護師が、医師の
支援体制のもとに 時間３６
５日、病気やけがの緊急性の
判断、応急手当のアドバイス、
適切な救急病院の案内を行っ
ています。緊急時には最寄り
の消防署へ電話を転送し、救
急車の要請も行います。
ρ消防本部消防企画室σ７２
４・９００９φ７２４・３９
９９

火災予防のため防炎品
を利用しましょう

24

私たちの身の周りにある繊
維製品の多くは、たばこやラ
イターの火に触れるだけで着
火し、火災や、やけどの原因
になる恐れがあります。
このような被害を防ぐ上で、
大きな効果を発揮するのが防
炎品です。これは、火がつき

防炎製品ラベル◀

にくく燃え広がりにくい繊維
を使った製品のことで、カー
テン、じゅうたん、寝具、衣
類などさまざまな種類があり
ます。認定品には「防炎」ま
たは「防炎製品」のラベルが
縫い付けられています。

防炎ラベル◀

消防本部では火災予防のた
め、多くのかたに防炎品を使
っていただけるよう、防火講
習などを開催しています。地
域の集まりなどに出向きます
ので、詳しくはお問い合わせ
ください。
ρ消防本部予防室σ７２４・
９９９５φ７２４・３９９９

消防団活動について

消防団は、災害時に市民が
自ら地域を守るために活動す
る団体です。市消防団は、消
防団本部と の分団で構成さ
れ、４月１日現在５８２人の
23

場 所
14:00
９月 4日
（水）
東生涯学習センター
19:00

29

…講師
…定員
…問い合わせ先
…場所
…内容
…申込先・申込方法
…日時・日程
…一時保育
…対象
…費用
記号の説明
…持ち物

団員が在籍しています。
災害が発生したときは、各
地域の分団格納庫の招集用サ
イレンを鳴らして昼夜を問わ
ずに素早く集まり、消防ポン
プ自動車で出動します。
また、消防職員と協力して
消防活動を行えるよう、消防
ポンプ自動車の取り扱いや消
火・救命訓練など、日頃から
さまざまな活動を実施し、地
域の安全・安心のために日々
取り組んでいます。
ρ消防本部消防総務室σ７２
４・９９９３φ７２４・３９
９９

16

健

祉

安

全

保
険
医療年金

20

救急医療週間及び各種
救命講習

福

院

税

相

談

環

境

地域創造

人権文化

ρ国民健康保険室σ７２４・
６７３４φ７２４・６０４０

整骨院などにおける健
康保険の対象について

国際交流

コミュニティ

市民活動・ 子 ど も

柔道整復師（接骨院・整骨
院）の施術や、鍼灸師のはり・
きゅう、あん摩・マッサージな
どの施術で国民健康保険（以
下、国保）が使用できるのは
次の場合です。
・接骨院・整骨院
ねんざ、打撲などの外傷性
の負傷
・はり・きゅう
神経痛、リウマチ、五十肩
などの慢性的な痛みを主な症
状とする疾患（医師の同意書
が必要）
・あん摩・マッサージ
筋肉のまひ、関節拘縮など
医療上あん摩・マッサージを
必要とする症例（医師の同意
書が必要）
施術後は必ず領収書をもら
ってください。
なお、柔道整復師や鍼灸師
の施術には、国保が使用でき
ない場合があります。
例えば、医師の同意書がな
い肩こり、腰痛などに対する
施術は国保の対象になりませ
ん。これらの症状で施術を受
けた場合は、全額自己負担と
生涯学習

交通事故など、自分以外の
人（第三者）が原因で傷病を
受けた場合、治療費は原則加
害者が負担すべきですが、国
民健康保険（以下、国保）を
利用することができます。
その場合は国保が治療費を
いったん立て替え、後で加害
者（本人または損害保険会社）
に請求しますので、「第三者の
行為による傷病届」を国民健
康保険室に届け出てください。
加害者から示談金を受け取
ると、その後の治療に国保が
使えなくなる場合があります
ので、示談前にご連絡くださ
い。

まちづくり

みどり

東分署σ７２９・７０９１φ
（自動体外式除細動器）の使用
方法ほか η各 人（申込順） ７２９・３４１１
●上級救命講習
γ ９月７日ν午前９時〜午
後５時（応急手当ＷＥＢ講習
受講証明書を取得したかたは
午前 時から） δ 消防本部
ε成人、小児、乳児、新生児
を対象とした心肺蘇生法や外
傷の処置、搬送法ほか η
人（９月１日τから申込順）
い ず れ もμ 無 料 ※ 市 ホ ー
ムページの「応急手当ＷＥＢ
講習」で修了テストを受ける
と、受講証明書が取得できま
交通事故などにあったと
す。この証明書を各講習会場
きは届出をお願いします
にお持ちいただくと、受講時
間を１時間短縮できます
πρ開催日２日前の正午まで
に消防署警防第一室・第二室

病

30

毎日投票してね！

９月９日は「救急の日」で
す。今年は９月８日τ〜 日
νを「救急医療週間」として、
正しい応急手当を身に付けて
いただくため、
毎月定例の「普
通救命講習１」に加えて「上
級救命講習」を開催します。
●普通救命講習１
γδ▽９月１日、 月６日τ、
月３日χ・東生涯学習セン
ター▽９月 日、 月 日、
月 日τ・消防本部 いずれ
も午前９時 分〜午後０時
分（応急手当ＷＥＢ講習受講
証明書を取得したかたは午前
時 分から） ε 成人を対
象とした心肺蘇生法やＡＥＤ

康

図 書 館

人材募集

そ の 他

なりますのでご注意ください。
また、令和２年３月から、施
術者が患者に代わって療養費
の支給申請を行う「受領委任
制度」が導入されます。これ
に伴い、国保を使用した、は
り・きゅう、あん摩・マッサ
ージの窓口での支払方法が変
更になる場合がありますので、
あらかじめ施術所にご確認く
ださい。
ρ国民健康保険室σ７２４・
６７３４φ７２４・６０４０

スポーツ

17

投票はコチラ

14

11

30

10

10

30

8月1日㊍〜10月25日㊎

30

15

30

11

17

10

2019

10

令和元（2019）年９月号

11

10

16

15

β看護師免許をお持ちのかた
（在職の有無は問いません）
γ① 月 日λ午後５時 分
〜６時 分② 月 日ι午後

30

30

30

令和元年度の固定資産税・
都市計画税（第３期分）の納
期限は９月 日ωです。金融
機関、コンビニエンスストア、
郵便局、豊川・止々呂美支所
でお支払いください。

のつもりが定期購
●「お
 試し」
入だった商品
ＳＮＳの広告で「 歳若返
る美容液！今ならお試し価格
で９８０円」と書かれていた
ので申し込んだが、肌に合わ
ず使用をやめた。後日、同じ
商品が届き、同封されていた
請求書を確認すると、４回以
上の購入が条件の定期購入商
品で、総額２万円も支払わな
ければならないことが分かっ
た。一度だけのお試しのつも
りだったので、解約したい。
◇ ◇ ◇ ◇
「定期購入が条件だと気付
かずに商品を購入してしまっ
た」という相談が多く寄せら
れています。
インターネット上の広告な
どでは、初回は低価格で購入

５時 分〜６時 分 δ市立
なお、市税のお支払いには、 できると強調されているもの
年金生活者支援給付金の
病院 コース名…①認知症患
口座振替やクレジットカード
の、定期購入が条件であるこ
請 求 書 類 が 届いたかたへ
者の食事へのケア②「こんな
決済（インターネットによる
とや中途解約できないことに
月から年金生活者支援給
時はどうする？」ストーマの
手続き）が便利です。詳しく
ついては、ページの最後に小
付金制度が開始されます。こ
皮膚障害 ζ①認知症看護認
はお問い合わせください。
さく表記されていて分かりに
ρ税務課σ７２４・６７０９ くいものが多くあります。
定看護師②皮膚・排泄ケア認
れは、消費税引き上げ分を活
φ７２３・５５３８
定看護師 π住所、氏名、年
用し、公的年金等の収入や所
通信販売はクーリング・オ
齢、電話番号（自宅及び携帯）
、
得額が一定基準以下の年金受
フができないため、解約や返
、コース
給者の生活を支援するために、 勤務先（在職者のみ）
品は業者の規約に従うことに
名、受講動機を記入し、病院
年金に上乗せして支給される
なります。中途解約できる場
人事室へファクスまたは同病
ものです。
合でも、定価での購入が解約
消費生活センター相談
院ホームページのお問い合わ
支給対象者には、日本年金
の条件となり、当初の「お試
事例
せフォームから ※研修には
機構から９月以降に請求書類
し価格」より高い金額を請求
同病院職員も参加します
が送付されますので、必要事
されるケースが多く見られま
ρ同室σ７２８・２０３４φ
項を記入の上、提出してくだ
す。
７２８・８２３２
さい。
購入する際は、事前に必ず、
年金生活者支援給付金につ
定期購入が条件となっていな
いて、詳しくは専用ダイヤル
いか、解約・返品が可能かな
（σ０５７０・０５・４０９２）
どを、広告ページや最終確認
または豊中年金事務所（σψ
画面で確認しましょう。特に
６８４８・６８３１）へお問
スマホは、画面が小さく字が
い合わせください。
見えにくいため、契約に不利
ρ介護・医療・年金室σ７２
な条件がないか見落とさない
４・６７３５φ７２４・６０
よう注意してください。
４０
不安に感じたり、トラブル
になった場合は、消費生活セ
ンターへご相談ください。
今月の税金
消費生活センター…消費生活
に関する相談などに専門相
看 護 師スキルアップ研 修
談員が応じます γ月〜水・
金・土曜日午前９時〜午後４
時 δ市役所別館１階 ※出
前講座も行っています
ρ同センターσ７２２・０９
９９φ７２３・５５３８
10

10

15

年金なんでも相談

30

γ９月 日ν午前 時〜午後
１時（受付は午後０時 分ま
で。１人 分以内） δ医療保
険・年金・介護窓口（市役所
本館１階） 相談員…社会保
険労務士
ρ介護・医療・年金室σ７２
４・６７３５φ７２４・６０
４０

14

10

無料公証相談所の開設

30

γ 月２日ι午後１時〜４時
δ 市役所別館１階 ε 遺言、
任意後見、離婚に伴う養育費
の支払い、金銭消費貸借、土
地建物の賃貸借契約などの公
正証書に関する相談や離婚時
の年金分割の合意書、会社定
款、確定日付などの相談 η
６人（申込順）
πρ９月２日ωから市民サー
ビス政策室σ７２４・６７２
３φ７２３・５５３８

10

…講師
…定員
…問い合わせ先
…場所
…内容
…申込先・申込方法
…日時・日程
…一時保育
…対象
…費用
記号の説明
…持ち物

10
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健

各種相談窓口

※祝日は特に記載のない限り実施しません

康
福

市民相談、市政への要望・苦情（相談先が分からないかたや専門家に相談したいかたは、こちらへご相談ください）

ρ市民サービス政策室／月～金曜日 8:45～17:15
※弁護士、
司法書士などの専門家への相談は、要予約（専門家への相談は、1案件につき1回限り）

祉
安

子ども（子育てや教育など）
子どもに関する相談、子育て中の家庭の相談

ρ子ども総合窓口／月～土曜日 8:45～17:15

全
保
険
医療年金

小・中学生の教育相談（支援教育を含む）要予約
※臨床心理士などによる面談・電話相談
児童虐待通報

病

児童虐待通報

ρ 教育センター ／月～土曜日 9:00～17:00

ρ児童相談支援センター／月～金曜日 8:45～17:15

ρ夜間・休日虐待通告専用電話
（大阪府）／平日夜間、土・日曜日、祝日

院

高齢者（介護保険や福祉サービス、地域活動、虐待通報など）
止々呂美・西南・南小校区

税

箕面・西小校区
萱野・北・中小校区

相

萱野北・萱野東・豊川南小校区
東・豊川北・彩都の丘小校区

σ724・6791 φ721・9907
σ727・5113 φ727・4089
σ724・6233 φ721・9907
σ072・295・8737

ρ北部・西南高齢者くらしサポート／月～金曜日 8:45～17:15

σ725・7029 φ720・5323

ρ中西部高齢者くらしサポート／月～金曜日 8:45～17:15

σ727・9510 φ727・3539

ρ西部高齢者くらしサポート／月～金曜日 9:00～18:00

ρ中東部高齢者くらしサポート／月～金曜日 9:00～17:30
ρ東部高齢者くらしサポート／月～金曜日 8:45～17:15

談

障害者（福祉サービス、困りごと相談、虐待通報など）

σ720・5592 φ720・5593
σ727・9511 φ727・3597
σ729・1711 φ730・2230

環
境
みどり

まちづくり

ρ地域包括ケア室／月～金曜日 8:45～17:15（虐待通報はこちらへ）

σ727・9501 φ727・3539

ρウイズ／月～金曜日 9:00～17:00

σ・φ725・2179

ρライフタイムミント／月～土曜日 10:00～18:00
ρパオみのお／月～金曜日 9:00～17:30

σ720・6806 φ720・6808
σ・φ726・7800

消費生活相談（商品購入や契約上のトラブルなど）

地域創造

ρ消費生活センター／月～土曜日 9:00～16:00（木曜日は専門相談員がいません）

生活の困りごとや不安を抱えているかた（生活相談、就労相談など）

σ722・0999 φ723・5538

人権文化

ρ総合保健福祉センター
（みのおライフプラザ）／月～金曜日 8:45～17:15

σ727・9515 φ727・3539

ρヒューマンズプラザ／火～日曜日、祝日 9:00～17:00

σ721・4800 φ721・3501

ρらいとぴあ21／火～日曜日、祝日 9:00～17:00

生涯学習

人権相談（人権侵害、差別、DVなど）

国際交流

女性のための相談 ρ人権施策室
※女性相談員が相談を受けます

コミュニティ

市民活動・ 子 ど も

スポーツ
図 書 館
人材募集
そ の 他

19

σ724・6723 φ723・5538

人権相談

ρ人権施策室／月～金曜日 8:45～17:15

σ722・7400 φ724・9698

σ724・6720 φ725・8360

面接相談 要予約 ／火・金曜日 13:00～16:00

σ724・6943 φ725・8360

電話相談／月・水曜日 13:00～16:00

σ723・3654

外国人生活相談（外国人市民の生活上の困りごとを、多言語に対応できる相談員が一緒に解決法を考えます）
MAFGA Multilingual Consultation Service We offer consultations on issues foreign residents may have to deal with in everyday life

ρ国際交流協会／火曜日 11:00～14:30
対応言語：英語、中国語、韓国・朝鮮語（第2・4火曜日のみポルトガル語、ベトナム語も対応）
Contact：MAFGA／Open during 11:00-14:30 on every Tuesday
Language：Every Tuesday／English, Chinese and Korean
2nd & 4th Tuesdays／Portuguese, Vietnamese

σ727・6912 φ727・6920

令和元（2019）年９月号

記号の説明
…持ち物

…対象
…費用

…日時・日程
…一時保育

10

駐車場

西小路
郵便局

集積場所

市道中央線

南大阪センター

労働相談…σ072・273・6100
セクハラ相談…σ072・273・6321
γ月〜金曜日 ９:00〜17:45
※第４木曜日は20:00まで。
祝日の場合は翌日
※セクハラ相談については、女性相談員も配置し
ています

北

10

東小学校

第六中学校
東小コミセン
豊川支所

集積場所

11

14

11

10

交番

国道171号
小野原

再生資源のキャラバン
回収 ９月・ 月

正面
玄関

12

労働相談…σ 6946・2600
セクハラ相談…σ 6946・2601
γ月〜金曜日 9:00〜17:45
※木 曜日（第４木曜日を除く）は20:00まで。
祝日の場合は翌日

古紙・古布などの再生資源
を回収します。
●９月の回収日・場所…９月
日ν午前９時〜 時・東小
学校駐車場入口付近

市役所

● 月の回収日・場所… 月
日ν午前９時〜 時・市役
所正面玄関南側入口付近

※集積場所付近に「キャラバ
ン回収実施中」の旗を設置し
ています

北

府総合労働事務所

府総合労働事務所「労働
相談」のお知らせ

30

…講師
…定員
…問い合わせ先

●労働相談

弁護士、社会保険労務士に
よる相談も可能です。あらか
じめ職員による相談を経た上
で、事前予約により実施しま
す。
●出張相談
γ第１・３・５木曜日午前
時〜午後１時、第２・４木曜日
午後１時 分〜４時 分（祝
日を除く） δ 豊能府民セン
ター（池田市） ※面談のみ。
前日までに要予約
ρ府総合労働事務所σψ６９
４６・２６００φψ６９４６・
２６３５、箕面営業室σ７２
４・６７２７φ７２２・７６
５５
30

…場所
…内容
…申込先・申込方法

10

回収品目…①新聞（広告ちら
し含む）②雑誌（包装紙・封
筒などの紙類含む）③紙パッ
ク（牛乳パック）④ダンボー
ル（菓子箱などの厚紙含む）⑤
古布（古毛布含む、綿入り製
品を除く）
分別方法…新聞、雑誌、紙パ
ックはそれぞれ分別してビニ
ールひもで、ダンボールは折
りたたんでひもで結束してく
ださい。古布は透明なビニー
ル袋に入れ、口を結んで出し
てください

ρ環境整備室σ７２９・２３
７１φ７２９・７３３７

９月 日から 日は動
物愛護週間です

人と動物が共生した、より
良い社会をめざして、動物の
愛護や迷惑の防止など、適切
な管理に努めましょう。動物
をいじめたり捨てたりするの
は犯罪です。
●飼い主のみなさんへ
・フン
 は必ず持ち帰りましょう

ペットボトル・不燃ごみ・危険ごみ・大型ごみの収集日

ρ環境整備室 σ７２９・２３７１φ７２９・７３３７

A 月・木地区

20

26

収集地区
あ 粟生外院
粟生新家

い

お

け

・おし
 っこは洗い流しましょ
う
・犬や
 猫などには適切なしつ
けをしましょう
・カラ
 スなどを呼び寄せない
よう、食べ残しの餌は必ず
回収しましょう
ペットは飼い主を選べませ
ん。愛情と責任を持って飼い
ましょう。
ρ環境動物室σ７２４・７０
３９φ７２３・５５８１

さ

9月

10月

B 火・金地区

収集地区
9月
あ 粟生間谷西
9日・23日
13日・27日 11日・25日
粟生間谷東
い 稲
2日・16日
石丸
お 大字粟生間谷 9日・23日
今宮
11日・25日 9日・23日
小野原東
12日・26日
小野原西
温泉町
4日・18日
か 上止々呂美 12日・26日
外院
萱野
5日・19日
彩都粟生北 13日・27日 11日・25日
し 下止々呂美
彩都粟生南
森町西
桜

桜井

桜ヶ丘

せ 瀬川
船場東
に 新稲
西宿

は 白島
半町

6日・20日
10日・24日
3日・17日

11日・25日

10日・24日

11日・25日
3日・17日

4日・18日
8日・22日
せ
1日・15日 に
9日・23日
8日・22日 ひ
ほ
9日・23日 ま
み
1日・15日

森町中
森町南
森町北
船場西
西小路
如意谷
百楽荘
坊島
牧落
箕面
箕面公園

10月

14日・28日
7日・21日
14日・28日
10日・24日
2日・16日
10日・24日
3日・17日

12日・26日 10日・24日
5日・19日
4日・18日
5日・19日
2日・16日
5日・19日
2日・16日

3日・17日
2日・16日
3日・17日
7日・21日
3日・17日
7日・21日

4日・18日

2日・16日

※ごみは出し方を守り、収集日当日の朝９時までに出してください
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健

市民農園及び家庭菜園の部

市内在住の農業者で、出品者が生 市内在住のかたが、市内の市民農
産したもの
園及び家庭で栽培したもの

資格

農業者の部

祉

安

全

申込書

保
険
医療年金

●受給資格
①次の
 全ての要件を満たす事
業主
▽市内の事業所で事業を営む
法人または個人、特定非営利
活動促進法（第２条第２項）に
規定する特定非営利活動法人
（６カ月以内に事業を営む場
合も可）▽常時雇用する労働
者が３００人未満▽市内に居
福

病

10月から農協各実行組合長を通じて
配布。農協各支店（市内）、農業振興課、 当日会場で配布
豊川・止々呂美支所、当日会場でも配布

障害者雇用事業所の金
利負担軽減措置

第44回農業祭農産物品評会の出品物を募集します
康

規

格

相

談

環

住する障害者を雇用している
▽最低賃金法に規定する最低
賃金以上の賃金を支給してい
る▽労働者災害補償保険に加
入し、かつ雇用保険法第７条
に規定の届け出をしている
②市内
 で事業を営む障害者市
民
●対象融資
①大阪
 信用保証協会の信用保
証付き融資
②日本政策金融公庫の融資
③府社
 会福祉協議会の身体障
害者厚生資金のうち生業費
に係る融資
④労働
 金庫の特定非営利活動
税

10

まちづくり

みどり

地域創造

30

人権文化

生涯学習

80

国際交流

65

80

コミュニティ

市民活動・ 子 ど も

法人に対する融資
グランドパス 」
（阪急バス株
⑤府地域支援人権公社の地域
式会社発行）の料金も改定さ

貢献活動支援に係る融資
れます。
※ただし、障害者市民の雇用
詳しくはお問い合わせいた
に必要な配慮（施設などの設
だくか、市ホームページをご
置、改修及び購入など）を実
覧ください。
ρ交通政策室σ７２４・６７
施するための費用、または事
４６φ７２２・７６５５
業主などがその事業の運営に
必要な費用に充てるための融
阪急箕面線３駅はしご酒
資に限ります
カ所巡り
申請期限…９月 日ω
●利子補給額
γ９月６日λ・７日ν午前
対象融資の約定利子の額
時〜深夜０時 δ阪急箕面・
（融資の額が１０００万円を
牧落・桜井駅周辺 ε カ所
超える場合は融資額１０００
万円に対する約定利子の額） の飲食店でワンドリンク・ワ
ンフードのスペシャルメニュ
となります。
ρ箕面営業室σ７２４・６７ ーを提供 μ１セット５００
２７φ７２２・７６５５
円 ※店舗により開催時間は
異なります。詳しくは、市内
オレンジゆずるバスの
各所に設置のポスター・ちら
運賃改定について
しをご覧ください
ρ 箕面はしご酒実行委員会
消費税率引き上げに伴い、 （中華屋ＫｕｒｕｍA）σ・φ
月１日からオレンジゆずる
７２４・７１１１、箕面営業
バスの運賃を改定します。
室σ７２４・６７２７φ７２
大人の運賃が２１０円から
２・７６５５
２２０円に、一日乗車券が４
箕面観光ボランティア
２０円から４４０円になりま
ガイド養成講座
す。
なお、小児・高齢者・障害
β次の全ての条件を満たすか
者の運賃、回数券・定期券の
た①箕面の自然や文化・歴史
料金に変更はありません。
に興味があり、同ガイドとし
また、オレンジゆずるバス
て活動できる②健康に自信が
でも利用できる「はんきゅう
境

10

ある γ９月 日・ 日τ午
前 時〜午後３時のいずれか
１日（その他、 月〜２月に実
施する実地研修に参加いただ
きます。詳しくは別途受講者
にお知らせします） δ 箕面
文化・交流センター μ無料
πはがき、またはファクスに
郵便番号、住所、氏名（ふりが
な）
、年齢、電話番号を記入し、
９月１日τ〜 日κ（必着）に
箕面営業室（〒５６２ ︱００
０３西小路４ ︱６ ︱１）へ
ρ同室σ７２４・６９０５φ
７２２・７６５５

図 書 館

10

スポーツ

15

10

そ の 他

22

人材募集

12

１品種１点につき
根菜類…２本
葉菜類…２株または２束
その他…２個または１束
※出品点数…1人5点まで
※出品物の返還は、
11月23日
（祝）一般公開後
13:00～14:00
１品種１点につき
根菜類…５本
（大根・かぶは３本）
葉菜類…３株または３束
果菜類…５本または５個
花き類…切花（同種）
５本
（葉ボタンは３株）、
鉢物１鉢
果実類…５個（栗は10個）
穀 類…400g
茸 類…300g
雑 類…５本または５個
※出品点数…制限なし
※出品物は原則として返還しません
院

21

特に優秀な出品物には、
賞状と賞品を授与します。
品評会…11月22日
（金） 出品物受付…11月22日
（金）午前10
時〜正午 δ芦原公園 一般公開…11月23日
（祝）
ρ農業振興課σ724・6728φ722・2466

令和元（2019）年９月号

箕面１００円商店街
障害者市民向け就職支
援パソコン講座

まなび

島久美さん（起立性調節障害
学習風景の写真を展示 μ無
家族の会〜 S ｎｏｗ〜代表）
、 料
大内亜紀子さん（同会副代表） ρ人権施策室σ７２４・６９
４３φ７２５・８３６０
②ニューヨーク生まれのジャ
イロキネシスエクササイズを
市 民 企 画 講 座 人と 人が
体験・マライア・イレトさん
気持ちよくつきあうために
（ジャイロキネシス認定トレ
ーナー）③ハラール・カフェ
γ 月６日、 月 日τ午後
（イスラム圏の国の食・文化の
１時〜３時 δ市役所第三別
トーク）
・ムスリム留学生のみ
館 ε相手も自分も傷つかな
なさん η① 人② 人③
人（いずれも申込順） μ ①
いコミュニケーション法を学
②各１００円程度（飲み物代） ぶ ζ今岡まゆみさん（ハラ
③３００円（軽食、飲み物代） スメント防止コンサルタント）
πρらいとぴあ σ７２２・ η 人（申込順。両日参加の
７４００φ７２４・９６９８
かた優先） μ 無料 ξ １歳
６カ月〜就学前
（定員５人。申
込順。９月 日ι締切）
新御堂筋
πρ９月２日ωから人権施策
室σ７２４・６９４３φ７２
５・８３６０
40

萱野２丁目西

「識字・日本語パネル展示」

識字・日本語教室の今

11

10

府道豊中亀岡線

市役所
第三別館

25

市道中央線

萱野小

10

20

北

10

1号
国道17

21

15

かやの
幼稚園

らいとぴあ21

28

30

γδ９月 日ν・桜井地区、９
月 日τ・牧落地区、９月
β 就職を希望する障害者市
日ν・粟生地区、小野原地区、 民 の か た γ ① ９ 月 日 ω
９月 日τ・箕面地区 いず
〜 月４日λ② 月７日ω〜
れも午前 時〜午後３時 ε
日λの午前９時 分〜正午
商店街全体を一つの１００円
または午後１時 分〜４時
ショップに見立て、各店が選
分 ※９月 日κ・ 日λに
りすぐりの商品を１００円で
個別相談を行い、受講日程と
提供（特別企画として５００
講義内容などを決定 δらい
円または１０００円の商品あ
εパソコンの基礎
とぴあ
り）
知識と就労に必要な知識の習
得 η各５人（申込多数の場
合、全日程受講者を優先） μ
無料 π９月 日ιまでに箕
面営業室へ電話またはファク
ス（講座名、住所、氏名、年
齢、電話番号、希望日程を明
記）で
ρ同室σ７２４・６７２７φ
７２２・７６５５

らいとぴあ
カフェ

27

22

29

21

10

※詳しくはお問い合わせいた
だくか、箕面商工会議所ホー
ムページや市内各所に設置の
ポスター・ちらしをご覧くだ
さい
ρ同会議所σ７２１・１３０
０φ７２１・１３０５、箕面
営業室σ７２４・６７２７φ
７２２・７６５５

中小学校
市役所

萱野保育所

γδ９月３日α〜６日λ・西
南生涯学習センター、９月７
日ν〜 日κ・東生涯学習セ
ンター いずれも午前９時〜
午後 時 ε府内で「よみ・
かき・かいわ」を学ぶ教室の
12

10

30

30

γ①９月 日κ午後６時 分
〜８時②９月 日λ午後６時
分〜８時③９月 日ν午後
３時〜４時 分 δらいとぴ
εζ ①思春期に多い
あ
起立性調節障害について・星
30

北

10

30

30

26

13

21

28

21

12

18

10

11

30

21
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健
福

公演名

料 金など

祉
安
全
保
険
医療年金
病
院
税
相

みのおキッズシアターwith末成由美
きたかぜの神話 第14弾「ワンダー na あいランド」編

9月17日
（火）18:30
メイプルホール大ホール

第100回記念めいぷるごにんばやしの会
出演：桂米紫、桂吉弥、桂紅雀、桂まん我、桂ひろば
※100回記念座談会、豪華賞品が当たるスタンプラリーあり

9月20日
（金）17:30
メイプルホール大ホール

第27回メキシコ文化の夕べ2019

9月27日
（金）14:30
メイプルホール小ホール

Maple Afternoon Jazz Concert vol.6
出演：石田ヒロキ
（ピアノ）、広瀬未来（トランペット）

前売：一般1,800円
（会員1,600円）
当日：一般2,000円
（会員1,800円）
前売当日とも大学生以下1,000円（要学生証）
（全自由席）
※未就学児は入場不可

北川たつや ONE MAN CONCERT 2019

前売自由席：一般3,500円
（会員3,150円）
当日自由席：一般4,500円
（会員4,050円）
※指定席は完売しました

談

メイプルホール・グリーンホールからのお知らせ

康
環
境
みどり

まちづくり

地域創造
人権文化

大人1,800円
（会員1,500円）
18歳以下600円
（会員500円）
（全自由席）

前売：一般800円
（会員700円）
９月11日
（水）
みのお Special Cinema
「日日是好日」
中学生以下700円
①10:30②14:00
（2018年 日本 100分 日本語字幕付き UDCast音声ガイド対応） 当日：一般1,000円
（会員900円）
③19:00
監督：大森立嗣 出演：黒木華、樹木希林ほか
中学生以下800円
メイプルホール大ホール
（全自由席）

9月28日
（土）16:00
グリーンホール

Special Live THE CINEMA～映画のようなひと時を～
出演：仲代奈緒ほか

10月15日
（火）18:30
メイプルホール小ホール

第101回わかばDEきまる
出演：桂わかば、桂ちょうば、桂鯛蔵（予定）
※豪華賞品が当たるスタンプラリーあり

10月26日
（土）14:00
メイプルホール大ホール

第7回ハートフルコンサート フローラ設立15周年
「左手のピアニスト 舘野泉ピアノコンサート」

10月27日
（日）14:00
メイプルホール小ホール

（10周年記念）
第12回 母・娘ミニ・コンサート

11月8日
（金）19:00
西南生涯学習センター
ホール

おや

大人1,500円
（会員1,350円）
小学生700円
（会員600円）
（全自由席、
当日販売のみ）
※未就学児は入場不可

前売：1,000円 当日：1,500円
中学生以下無料（全自由席）

10月4日
（金）19:00
メイプルホール小ホール

こ

阪急宝塚線ミュージック駅伝MOT! 参加企画
《身近なホールのクラシック》

前売：一般4,500円
（会員4,300円）
当日：一般5,000円
（会員4,800円）
（全自由席）
※未就学児は入場不可
大人1,500円
（会員1,350円）
小学生700円
（会員600円）
（全自由席、
当日販売のみ）
※未就学児は入場不可

大人2,000円、高校生以下1,000円
障害者・介助者1,000円
（全自由席）
※未就学児は入場不可
無料（全自由席）
※未就学児は入場不可

一般1,000円
（会員900円）
大学生以下800円
※未就学児は入場不可
大阪音楽大学石橋栄実クラス生“音葉”によるヴォーカル・コンサート （全自由席）
おとのは

＊車いすをご利用のかた、
または介助者を必要とする場合は、事前にご相談ください
＊割引・優先予約などの特典があるメイプルフレンドにご入会ください ＊団体割引あり
（10枚以上。一部対象外の公演もあります）
【メイプルホール】箕面５-11-23（箕面警察署 東となり）σ７２１・２１２３φ７２１・０４９５
【グリーンホール（市立市民会館）】西小路４-６-１
（市役所 西となり）σ７２３・２５２５φ７２３・２５２６

15

12

11

11 12
30

12 11
21

10 28

筆記用具 μ１０００円（全
３回） 締切… 月 日ν

そ の 他

11 26

24

生涯学習講座「秋の講座」

人材募集

10 19

中央生涯学習
センター・
メイプルホール

赤ちゃんのそばでリラッ
クス！産後ママのための
エクササイズ講座

11

警察

β生後２カ月〜６カ月の赤ち
ゃんと母親 γ 月 日・
日、 月５日・ 日κ午前
時〜 時 分 ε骨盤の歪み
を整える操体法、簡単ママヨ
ガ ζ中川葉月さん・西田千
佐さん（助産師） η８人 θ
赤ちゃん用バスタオル、フェ
イスタオル２枚、ヨガマット
（あれば）またはバスタオル、
動きやすい服装、飲み物 μ
１０００円（全４回） ξ２人
締切… 月５日α

20

簡単椅子ヨガにチャレン
ジ！

図 書 館

22

消防署

市役所

15

γ 月５日・ 日・ 日、
月３日α午前 時〜 時 分
ε初心者向けの、イスに座っ
て行うヨガ ζ伊藤諭有子さ
ん（ヨガインストラクター）
η 人 θ運動靴、動きやす
い服装、タオル、飲み物 μ
１０００円（全４回） 締切…
月 日χ

スポーツ

10

第二駐車場

各講座の申込は、 ページ
の申込方法をご覧ください。
詳しい内容は、公共施設で配
布のパンフレット、またはメ
イプル文化財団ホームページ
をご覧ください。

19

12

北

中央生涯学習センター・
メイプルホール

30

30

郵便局

箕面文化・
交流センター
府道豊中亀岡線

コミュニティ

市民活動・ 子 ど も

24

箕面駅

11

ミルマン夫妻とめぐるアー
トの旅〜ジャポニスム編〜

国際交流

γ 月９日ν・ 日、 月
日τ午後２時〜３時 分 ε
日本美術に影響を受けた 世
紀後半の西洋美術作品の見ど
ころや時代背景を解説 ζイ
アン・ミルマンさん（美術歴
史家）
、ミチコ・カマダ・ミル
マンさん（通訳） η 人 θ

生涯学習

23

日時・場所

8月31日
（土）17:00
9月 1日
（日）14:00
メイプルホール大ホール

10
26

令和元（2019）年９月号

紀前半の大阪における音楽文
化と指揮者・朝比奈隆さんの
音楽活動を解説 ζ西村理さ
ん（大阪音楽大学准教授） η
人 θ筆記用具 μ１００
０円（全３回） 締切… 月
日λ

25

γ 月４日・ 日・ 日・
日ι午前 時〜正午 ε顔の
表情筋を鍛えストレッチする
「顔ヨガ」の実践 ζ岡島めぐ
みさん（顔ヨガアドバンスイ
ンストラクター） η 人（同
講座初めてのかた優先） θ
鏡、スマートフォンまたはデ
ジタルカメラ μ１０００円
（全４回） ξ２人 締切…
月 日τ

「顔ヨガ」で笑顔キレイに！

５時 ファクス…希望講座名、
住所、氏名（ふりがな）
、年齢、
性別、電話・ファクス番号を記
入し、同財団へ（送信後、同
財団へお電話ください）
。同財
団ホームページの専用メール
フォームからも申込可（ファ
クス、ホームページからの申
込は各締切日の午後５時まで
受付）
●一時保育申込方法
β１歳６カ月〜就学前（講座
初日現在。申込多数の場合抽
選） μ 無料 π 講座申込時
に、子どもの氏名、年齢、性
別、生年月日を記入
※手話通訳・要約筆記希望の
かたは申込時にお伝えくださ
い
※受講決定通知は、各講座の
募集締切後に郵送します
ρ同財団σ７２１・２１２３
φ７２１・０４９５
18

申込方法

大学連携

マンスリー多 文 化 サロン
タンザニア編

18

大学教授） η 人（申込順）
μ３００円 π９月２日ω午
前９時から同大学外国語学部
へ電話で
ρ同大学同学部σ７３０・５
０１３、同センターσ７２０・
３３８６φ７２０・３３８７

郷土資料館の催し

●企画
 展「はかる・かぞえる
〜はかる道具とちょっと変
わった数え方〜」
γ９月 日λ〜 月 日ι午
前 時〜午後５時（木曜日休
館日） δ 同館 ε 計量記念
日（ 月１日）にちなみ、生
活に欠かせないはかる道具の
ほか、単位や物の数え方に関
する展示 μ無料
●絵図
 からみる箕面の名所を
歩く
γ 月 日 τ 午 後１ 時 阪 急
箕 面 駅 前 集 合（ 午 後４時 解
散） ε絵図などに描かれた滝
道 沿いの名 所や周 辺の文 化 財
を巡り、歴史などの解説を聞き
ながら大滝まで歩く（約５㎞）
ζ 箕面観光ボランティアガイド
η 人（ 申 込 順 ） μ１００
円 π９月９日ωから電 話で
ρ同館σ７２３・２２３５φ
７２４・９６９４

11

10

γ９月 日κ午後７時〜８時
分 δみのお市民活動セン
ター ε スワヒリ地方の文
化や女性の仕事についてのお
話と、同国にちなんだお茶や
食べ物を楽しみながら参加者
交流 ζ竹村景子さん（大阪

11

20

12

30

η申込多数の場合抽選 π郵
送…はがきに希望講座名、住
所、氏名（ふりがな）
、年齢、
性別、電話番号を記入し、メ
イ プ ル 文 化 財 団（ 〒 ５ ６ ２
︱０００１箕面５ ︱
︱ ）
へ。各締切日必着 窓口…中
央・東・西南生涯学習センタ
ー（いずれも休日を除く月曜
日休館）
、グリーンホール（第
３水曜日休館）
、箕面文化・交
流センターで午前９時〜午後

20

13

10

11

10

30

11

書道用下敷き、筆記用具など
μ１０００円（全４回） 締切
…９月 日λ

20

12

自分をつくる学校〜ワーク
ショップを通して、コミュニ
ケーションを学ぶ〜

国道171号

13

11
23

β中学生以上のかた γ 月
３日・ 日・ 日α午後７時
〜９時 ε演技を通して心と
身体に向き合う ζ倉田操さ
ん（俳優） η 人 θ タオ
ル、動きやすい服装、飲み物
μ１０００円（全３回） 締切
… 月 日λ

12

17

27

10

西南生涯学習センター

22

15

11

17

10

消防署
西分署
瀬川保育園

30

19

三中

12

半町

11

身近なホールのクラシック
ピアノコンクールの知ら
れざる舞台裏〜チャイコ
フスキー国際コンクール
２０１９〜

15

15

せいなん幼稚園

γ 月 日、 月 日κ午後
７時〜８時 分 ε日本人が
入賞して話題になった同コン
クールの裏話を語る ζ高坂
はる香さん（音楽ライター）
η 人 θ 筆記用具 μ １
０００円（全２回） 締切…
月３日κ

30

北
西南生涯
学習センター

11

21

粟生団地前南

東生涯学習センター

30

30

10

30

11

30

バス
ターミナル
箕面東高

くらしの文字教室〜筆ペン
で手習い〜
阪急宝塚線ミュージック
γ 月 日・ 日、 月 ６
駅伝ＭＯＴ！参加企画
日・ 日ι午後２時〜３時
身近なホールのクラシック
分 ε筆ペンで美しい文字を
大大阪時代の朝比奈隆
書く ζ沖田雪苑さん（全日
本書道連盟正会員） η 人
γ 月１日・ 日、 月 日λ
θ筆ペン、定規（ ㎝程度）
、 午後７時〜８時 分 ε 世
11

17

府道箕面池田線

16

東生涯
学習センター

10

40

コミュニティ
センター
豊川北小会館

北

10

20

…講師
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健

福
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安

10

30 16

13

保
険
医療年金

10 10

全

病

院

22

税

相

談

環

境

●外国
月 日ν午後１時 分〜４
 人市民のための防災セ
ミナー
時② 月 日ν午後２時〜４
β 外 国 人 市 民 の か た γ ９ 時 ε①同協会の紹介、講演
月 日ν正午〜午後３時
「ボランティア活動するとき
分 ε市で想定される災害情
に知っておこう！デジタル時
報や防災の基礎知識を学ぶほ
代のメディアリテラシー」②
か、ワークショップを通じて
講演「ヘイトスピーチを許さ
自助・共助の力を高める ζ
ない社会へ〜黙らないマイノ
楊梓さん（人と防災未来セン
リティとして」 ζ ①同協会
ター研究員） μ無料
職員、田島知之さん（京都府
●多文化体験・交流・学びク
立大学非常勤講師）②李信恵

ラブ「まふがっこ」
さん（フリーライター） η各
β小学生 γ 月５日ν午前
人 μ各５５０円（協会賛
助会員無料） ξ １歳６カ月
時〜正午 ε外国人市民と
ペルーの遊びを体験 ζカル
〜就学前（定員各５人。申込
ロス・オチャンテさん（大阪
順。１００円。各開催日７日
大学大学院生） η 人（９月
前までに要申込）
日αから申込順） μ無料
いずれもδ多文化交流センター
●世界
 街歩きトラベル カ国 πρ同協会σ７２７・６９１
語会話
２φ７２７・６９２０
γ 月６日〜１月 日の日
曜日午前 時〜正午（全 回。
月 日、１月５日を除く）
ε普段の旅では味わえないロ
ーカルな情報と、ロシア語や
トルコ語など計 カ国のトラ
ベル会話を学ぶ ζ カ国
人の同協会職員やインターン
η 人程度（申込順） μ１万
ニュージーランド柔道
５０００円（各回飲み物付き）
選手との交流イベント
●秋の多文化ボランティア・
セミナー
β多文化共生の推進に関心が γ 月５日ν①午前 時～
時②午前 時～正午 δ武道
あるかた、同協会でボランテ
館 ε①選手と一緒に同国の
ィア活動をしたいかた γ①
10

みどり
まちづくり

11

地域創造

人権文化

30

生涯学習

10 19
小野原

国際交流

スーパー

多文化交流センター

コミュニティ

市民活動・ 子 ど も

ガソリンスタンド

武道館

人材募集

そ の 他

第一総合運動場
市民グラウンド

遊びを体験
（小学生のみ。定員
人。申込順）②選手による
デモンストレーションのあと、
柔道体験、質問タイム、記念
撮影会ほか μ無料
πρ９月２日ωから文化国際
室σ７２４・６７６９φ７２
４・６０１０

図 書 館

西小

コミュニティ
センター
西小会館

40

北

スポーツ

11

30

銀行

小野原西6

小野原豊中線

10

26

国道171号

11

10

26

10

10

40

北

10

10

10

28

29

30

15

毎日投票してね！

10

15

15

絵本、詩、エッセーなどを外
国語で読む①モンゴル語②ペ
ルシャ語③ロシア語 ζ①ム
国際交流協会の催し
ンフバヤスガランさん②サレ
ヒ・メヌシュさん③ナタリア・
●ダイバーシティ・カフェ２
ミハイレンコさん μ①５０

０１９〜多様性について考
０円②③各５５０円（茶菓子
えよう！
付き）
γ①９月８日τ② 月 日τ ●公開
 講座「中東からの生の
③ 月 日τ午後２時〜３時
声」
ε市立小・中学校の英語指導 γ９月 日τ午前 時 分〜
助手が多様性をテーマに話す
正午 εエジプトのコプト教
徒 の お 話 ζ ミ ナ・ タ ド ル
（日本語訳あり） μ①５００
円②③各５５０円（飲み物付
ースさん（立命館大学博士課
き）
程）
、ジャヘドザデ・べへナム
●チー
 ム・シカモによる 大人 さん（大阪大学講師） η 人
がたのしむ 絵 本のせかい （申込順） μ２０６０円、協
γ①９月 日ι② 月 日ι 会賛助会員１５５０円
③ 月 日ι午前 時 分〜
時 分 ε大人も楽しめる

康

25

投票はコチラ

10

10

12

10

10

8月1日㊍〜10月25日㊎

10

18

20

11

15

11

11

2019

令和元（2019）年９月号

記号の説明
…持ち物

…対象
…費用

…日時・日程
…一時保育

お互いの命を守る"地域の絆"を深めましょう！

ρ市民サービス政策室自治会係 σ724・6179 φ723・5538
（母子健康手帳を持参してください）

日時など
11日
（水）
・25日
（水）
β令和元
４カ月児健康診査
（2019）年5月生まれ
受付13:00～13:50
3日
（火）
・20日
（金）
年2月生まれ
１歳６カ月児健康診査 β平成30（2018）
受付13:00～13:50
10日
（火）
・24日
（火）
年2月生まれ
３歳６カ月児健康診査 β平成28（2016）
受付13:00～13:50
β
平成31（2019）年2月・3月生まれ
（予 11日
（水）
・26日
（木）
ＢＣＧ予防接種
診票に記入し、
ご持参ください）
受付13:45～14:45
β生後２カ月の赤ちゃん
わらびーパーク
（第１子）
と母親 9日
（月）10:00～11:30
（2カ月児育児相談会） η20組（予約制） θバスタオル１枚
受付9:30から
β初妊婦と夫
（1人での参加可）
η30組
（予約制）

22日
（日）13:30～15:30
受付13:00から

こんにちは
赤ちゃん訪問

訪問日は事前に郵便で通知
β
生 後2カ月頃の赤ちゃん（助産師など
します
（転入などで届かない
の訪問を受けたかたを除く）
場合はご連絡ください）

乳幼児でんわ相談

β乳幼児の保護者

新生児・産婦訪問

β生後3カ月頃までの赤ちゃん

随時受付
（月〜金曜日8:45～17:15）
※祝日を除く
電話、
出生連絡票（母子健康
手帳に添付）
で随時受付

場所…総合保健福祉センター２階 費用…無料
問い合わせ・相談…子どもすこやか室（市役所別館２階）σ７２４・６７６８φ７２１・９９０７

事 業 名

離乳食教室
かみかみ期の離乳食
クッキング教室
（予約制）
野菜となかよし教室

対 象 など
β5～9カ月児の保護者
θ乳児同伴の場合、
バスタオル1枚

（母子健康手帳を持参してください）
日 時
27日
（金）13:30～15:00
受付13:00から

β9～12カ月児の保護者
η15人
30日
（月）13:30～15:00
θエ
 プロン、三角巾、
ふきん、乳児同伴の 受付13:00から
場合はおんぶひも
（貸出可）
β2～3歳児と保護者
13日
（金）10:30～12:00
ε
季 節の野菜を見て、触れて、味わう体
受付10:00から
験型の教室

場所…総合保健福祉センター２階 費用…無料
予約制の教室は開催日の３日前までに申込
申込・問い合わせ…箕面産と食の推進室σ７２４・６１５９φ７２２・２４６６

15

30

16 18
25 25

10

30
10
28

００円
ρ 予防歯科センターσ７２
７・９５５６φ７２７・３５
３２

９月の乳幼児食育推進事業

30 10

むし歯予測テストも実施 θ
母子健康手帳（未就学児のみ）
μ検診料、フッ素塗布各１０
００円 ※未就学児のフッ素
塗布は後日予約制で行います
●歯じめて教室
β１歳〜２歳児と保護者 γ
９月 日、 月 日ω午後２
時〜３時 δ総合保健福祉セ
ンター ε乳幼児期の歯の話、
検診、むし歯予測テスト θ
母子健康手帳 μ検診料１０

はじめてパパママに
なる日のために

対 象 など

９月・ 月の子どもの歯
の検診

事業名

●歯の検診・フッ素塗布
β１歳〜 歳の市民 γ９月
２日ω・６日λ・ 日・ 日
ι、 月７日ω・ 日ι・ 日
λ・ 日ι午後２時 分〜４
時 δ医療保健センター ε

９月の母子保健事業

整備しました。

自治会に関する情報は、市ホームページの
「自治会よろず情報｣をご覧ください。自治
会に関する相談は自治会係へ。

ρ市民サービス政策室自治会
係σ７２４・６１７９φ７２
３・５５３８

昨年6月18日に大阪府北部を震源とする地震が発生し、震度6弱の揺れが市を
襲いました。今後また、
このような大地震がいつ起こるか分かりません。ひとたび
大災害が発生すれば、
行政の力だけでは限界があります。
被害を最小限に食い止めるには、市民のみなさんの災害への備えと自治会など
の地縁組織による顔の見える関係が
自治会に
うとき､
大変重要となります。
入
いざとい 助けて
お互いの って､
を
た
な
命
あ
特に災害の初期段階では、お互い
守
は
り
の
合いませ を
くれる す！
んか？
で
会
の安否確認や消火・救 助を地 域で
治
自
担っていただく必要があります。
「災害に強い箕面」を実現するた
め、
自治会に加入し、
日頃から隣近所
でコミュニケーションを交わして、"地
域の絆"を深めましょう。

…講師
…定員
…問い合わせ先

宝くじの助成金により各
公共施設の備品を整備

｢災害に強い箕面」をめざして

この度、宝くじの一般コミ
ュニティ助成事業により、コ
ミュニティセンター萱野小会
館・豊川南小会館・西小会館
にイスや車いすなどの備品を

まだ自治会に入っていないかたへ

…場所
…内容
…申込先・申込方法

毎月５日は少年を守る日  新学期が始まりました。残暑に負けず、夏休みに培った力を発揮して、頑張りましょう。
市青少年指導員連絡協議会

26

健

祉

安

全

保
険
医療年金

病

相

談

環

境

人権文化

定こども園に在籍しているか
各施設の窓口で
ρ子育て支援課σ７２４・６
たを除く）
●ちょこっと保育「あそびー」 ７３８φ７２１・９９０７
γ月・水・金曜日 δ箕面文
第 回青少年文化祭
化・交流センター μ１時間
７００円（２時間以上利用で
割引あり。詳しくはお問い合
わせください）

府道豊中亀岡線

箕面駅

府道箕面池田線

ちょこっと保育
「まみーず」

生涯学習

国際交流

（小野原多世代地域交流センター内）
コミュニティ

市民活動・ 子 ど も

27

図 書 館

10

人材募集

そ の 他

γ ９ 月 ７ 日 ν・ ８ 日 τ 作
品展示…午前 時〜午後５時
（８日は午後４時まで） 舞台
発表…午後１時 δメイプル
ホール ε未就学児、小・中・
高校生による舞台発表や作品
展示ほか μ無料
ρ青少年育成室σ７２４・６
９６８φ７２４・６０１０

スポーツ

●ちょこっと保育「まみーず」
γ火・木曜日 δ小野原多世
代地域交流センター μ１時
間６５０円

小野原豊中線

いずれもγ午前９時〜午後５
時 η５人 π利用予定日の
１カ月前〜前日に、ちょこっ
と 保 育「 あ そ び ー」
（σ７２
２・０５５５）へ電話または

小野原西6

令和２年度学童保育入
室児童募集

地域創造

「ちょこっと保育」は、子
育て中のかたが、１時間単位
で気軽に子どもを預けること
ができる一時保育サービスで
す。ランチやショッピングな
ど、ご都合に合わせてご利用
ください。
β１歳６カ月〜未就学児（保
育園、地域型保育事業所、認
みどり
まちづくり

（箕面文化・交流センター内）

市立幼稚園の園児募集
（４月入園）

税

β保護者とともに市内に居住 β放課後に保護者や同居の親
している４歳児（平成 年４
族の保育が受けられない、ま
月２日〜平成 年４月１日生
たは支援を要する小学１年〜
まれ）
、５歳児（平成 年４月
６年生の児童 保育時間…平
２日〜平成 年４月１日生ま
日は放課後から午後５時、土
れ） ※発達上支援を必要と
曜日と学校休業日は午前８
する子どもの支援教育を実施
時〜午後５時。家庭の状況に
しています。各幼稚園・子ど
より午後７時までの延長利
も総合窓口でご相談ください
用（平日のみ）あり μ保育
η各園４歳児 人、５歳児
料・月額７２００円（おやつ
人程度 願書配布…９月２日
代込）
、延長利用・１日２５０
ω〜 日ω（土・日曜日、祝
円（費用はいずれも予定） 申
日を除く） 配布場所…子ど
込書…子ども総合窓口で配布
も総合窓口（土曜日も配布）
、 （市ホームページからダウン
各幼稚園 願書受付…各幼稚
ロード可） ※継続児童は各
園で 月１日α・２日ι午前
学童保育室へ
πρ 月１日αまでに子ども
９時〜午後４時 分 ※郵送
総合窓口σ７２４・６７９１
不可 入園の決定… 月 日
φ７２４・６０１０
λに入園許可書、入園手続き
の案内を各幼稚園で配布
ρ子ども総合窓口σ７２４・
「ちょこっと保育」をご
６７９１φ７２１・９９０７
利用ください

院

銀行
とよかわみなみ
幼稚園
小野原東6

10

夜 間・ 休 日の診 察は豊 能
広域こども急病センターへ

30

夜間・休日に小児（中学生
以下）の急病患者の診察を行
っています。
●受付時間▽月〜金曜日…午
後６時 分〜翌朝午前６時
分▽土曜日…午後２時 分〜
翌朝午前６時 分▽日曜日・
祝日…午前８時 分〜翌朝午
前６時 分
診察開始は、月〜金曜日午
後７時、土曜日午後３時、日
曜日・祝日午前９時からです。
けが、やけど、異物の飲み込
みなどは、市立病院へ相談し
てください。
なお、受診には必ず健康保
険証などを持参してください。
●セン
 ターの診察待ち状況が
確認できます
ホームページまたはＱＲコ
ードからアクセスしてくださ
い。

福

豊川南小

35

11

27

26

10

28

27

70

30

北
ちょこっと保育「あそび̶」

国道171号

北
小野原

30

10

30

30

ρ同センターσ７２９・１９
８１φ７２８・４１９４

康

27

30

ＱＲコード

30

30

令和元（2019）年９月号

記号の説明
…持ち物

…対象
…費用

…日時・日程
…一時保育

…場所
…内容
…申込先・申込方法

９月のおひさまルームかやの・みのお・ひじりの催し

催名
日時
赤ちゃんひろば
４日・25日
（水）
（０歳児オープンスペース） 10:00～12:00
1歳～1歳6カ月児
６日
（金）
10:00～12:00
オープンスペース
1歳6カ月～2歳6カ月児
13日
（金）
10:00～12:00
オープンスペース
11日(水)・20日
（金）
臨時オープンスペース
10:00～12:00
パパと一緒！
14日
（土）
10:00～12:00
０歳児オープンスペース
パパと一緒！
21日
（土）
10:00～12:00
１歳児オープンスペース
ようこそ箕面へ！
在宅３、
４歳児集まれ！
「親子で空手体操」

場所

対象・内容
０歳児。親子でおもちゃで遊ぶ。
ふれあい遊び
の紹介ほか
おひさまルームかやの
1歳～1歳6カ月児。親子でおもちゃで遊ぶ。
（らいとぴあ21 2階） ふれあい遊びの紹介ほか
1歳6カ月～2歳6カ月児。親子でおもちゃで
おひさまルームみのお
ふれあい遊びの紹介ほか
（箕面文化・交流センター3階） 遊ぶ。
0歳～未就学児。親子でおもちゃで遊ぶ

おひさまルームかやの

17日
（火）
10:00～11:45
27日
（金）
10:00～11:45 らいとぴあ21

…講師
…定員
…問い合わせ先

※申込受付は午前９時から
定員・申込

なし・不要

０歳児と父親（母親同伴可）。親子でおもちゃ
で遊ぶ。
ふれあい遊びの紹介ほか
１歳児と父親（母親同伴可）。親子でおもちゃ
で遊ぶ。
ふれあい遊びの紹介ほか
1年以内に市に引っ越してきた親子。子育てに 10組（申込多数の場合抽選。
9月10日
（火）
まで受付）
ついてのおしゃべりや情報交換ほか
平成26年4月2日～平成27年4月1日生まれの未就園
20組
児と保護者。親子で空手体操をして、体を動かして遊ぶ （9月2日（月）から申込順）

5日
（木）
13:00～16:00
０歳児。親子でおもちゃで遊ぶ
24日
（火）
10:00～12:00
☆１歳児限定オープンスペース 12日
なし・不要
（木）
13:00～16:00
１歳児。親子でおもちゃで遊ぶ
３日
（火）
・12日・26日
（木）
☆臨時オープンスペース
０歳〜未就園児。親子でおもちゃで遊ぶ
おひさまルームひじり
10:00～12:00
（稲ふれあいセンター内）
３カ月〜６カ月児。親子でリラックスタイムを
８組
☆ベビーマッサージ
17日
（火）
10:30～11:30
楽しむ
（オイル不使用）
（9月9日（月）から申込順）
☆幼稚園って
１歳６カ月～未就園児と保護者。幼稚園の先
10組
19日
（木）
13:15～14:15
（9月10日（火）から申込順）
どんなところ?
生と幼稚園生活などについておしゃべり
☆０歳児限定オープンスペース

※いずれも無料。公共交通機関をご利用ください

せいなん
なか
とよかわ
みなみ

2日
（月）10:00～15:30
4日
（水）10:00～15:30
6日
（金）10:00～15:30
10日
（火）10:00～13:30
11日
（水）10:00～15:30
12日
（木）10:00～15:30
13日
（金）10:00～15:30
17日
（火）10:00～15:30
18日
（水）10:00～14:00
20日
（金）10:00～13:30
24日
（火）10:00～15:30
26日
（木）10:00～15:30
27日
（金）10:00～13:30
30日
（月）10:00～15:30
4日
（水）10:30〜12:00
5日
（木）10:30〜12:00
10日
（火）10:30〜12:00
12日
（木）10:30〜12:00
13日
（金）10:30〜12:00
18日
（水）10:30〜12:00
19日
（木）10:30〜12:00

イベント内容

場所

新稲会館
コミュニティセンター彩都の丘会館
東生涯学習センター
とどろみの森学園
多文化交流センター
Cube3110彩都インフォ＊ミュージアム
（茨木市彩都あさぎ７-１）
東生涯学習センター
コミュニティセンター彩都の丘会館
ヒューマンズプラザ
とどろみの森学園
コミュニティセンター彩都の丘会館
四中開放教室
西南図書館
とどろみの森学園
小野原多世代地域交流センター
桜ヶ丘図書館
中央図書館
小野原多世代地域交流センター
小野原図書館
萱野南図書館
東図書館
西南図書館

…未就園児、③…３歳児対象

内容

親子でおもちゃで遊
ぶ。ふれあい遊びの
紹介、子育てに関す
るサービスの案内、
育児相談ほか

子育てに関するサー
ビスの案内や育児相
談ほか

問い合わせ

2日
（月）13:30

わくわくフェスタ・幼稚園説明会 ③

σ722・7790
φ724・4034

3日
（火）13:30

体操をしよう・かけっこをしよう ③

わくわくフェスティバル・パート２ ③

σ723・8101
φ724・9692

4日
（水）13:30

万国旗を作ろう ③ かけっこをしよう③

なかよしハッピーデー・幼稚園説明会 ③

σ722・8503
φ724・9691

2日
（月）13:30

旗を作ろう・誕生会③ 旗を作ろう・幼稚園で遊ぼう

かざぐるまフェスタ・幼稚園説明会 ③

かけっこをしよう ③ すみれ組さんと遊ぼう・誕生会③

σ727・2577
φ727・2363

12日
（木） 9:10
5日
（木） 9:10

24日
（火） 9:10
11日
（水） 9:10

遊びにおいでよ！
幼稚園へ

かやの

9月・日時

日時

おひさまDay

育園などへの送迎を行います。
依頼には料金（１時間当たり
７００円から）が発生し、同
額が援助会員の報酬となりま
す。
子育て経験者や子どもが好
きなかたなど、ぜひ援助会員
になりませんか。詳しくは同
センターへお問い合わせくだ
さい。
ρ同センターσ・φ７２１・
２６１１
幼稚園名

９月の出張子育てひろばのお知らせ

β未就園児と保護者 μ無料 ρおひさまルームかやのσ・φ７２３・５４３３

おひさまひろば

ファミサポ援助会員募集

みのおファミリー・サポー
ト・センター（ファミサポ）で
は、子育てを応援したいかた
（援助会員）と子育てを応援し
てほしいかた（依頼会員）が、
それぞれ会員となり、子育て
の相互援助活動を行っていま
す。
援助会員は、依頼会員が仕
事や美容院などに行っている
間に子どもを預かったり、保

πρおひさまルームかやのσ・φ723・5433（☆印の催しはπρおひさまルームひじりσ７３４・８858φ７３４・８８１８）

※各幼稚園の園庭開放は毎週水・金曜日午前９時～正午です
（暑さ指数が28℃を超えた場合は中止）。午後に

も園庭開放している園がありますので、詳しくは各園へお問い合わせください
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健

９月の保育園ミニイベント・園庭開放

福
祉

σ723・5400

安

康

園名

桜ヶ丘保育所
σ723・8118

σ728・5000

萱野保育所
稲保育所

全

東保育所
σ728・4858

保
険
医療年金

σ729・2668

γ26日
（木）
10:00～10:30
ε0歳児と遊ぼう
（わらべ唄遊び）

γ18日
（水）
10:15～11:00
ε1歳児と遊ぼう
（身体を動かして遊ぼう）
γ5日
（木）
10:15～10:45
ε1歳児と園庭で遊ぼう

病
院

みすず学園桜ヶ丘保育園 γ5日
（木）
10:00～10:30
σ720・7575
ε誕生会

税
相
環
境

談

σ738・0303

森町友星保育園

箕面保育園

σ723・5252

紅葉夢保育園

β0～2歳児 γ27日
（金）
10:45～11:30 毎週火・金曜日
ε野菜に触れよう
（6日・17日を除く）
π9月5日
（木）
13:00から
10:00～11:30（雨天中止）

3日（火）10:00〜10:45
（雨天中止）

σ749・0850

5日・12日
（木）
10:00～11:00

彩都みのり保育園
σ749・1500

毎週火・金曜日
10:00～11:30

γ4日
（水）
10:00～11:00
ε誕生会

法泉寺保育園

γ①24日
（火）
10:00～11:00
毎週月・水・金曜日
②26日
（木）
10:00～10:30
ε①さくらっこ広場
10:00～12:00
「新聞で遊ぼう！（予約制）
」
②誕生会

みすず学園森町こども園 γ11日
（水）
10:00～11:00
σ743・9001
ε誕生会
（雨天中止）
つばさ学園
σ729・0283

毎週月～土曜日
9:30～12:00、
15:00～17:00

ミニイベント
園庭開放
β②８～９カ月児 γε①7日
（土）
9:30
～11:00・子育て講演会
（予約制）
②11日
毎週月～金曜日
（水）
10:00～12:00・０歳児とふれあい
10:00～11:30、
遊び、
身体測定・離乳食試食会
（予約制）
15:00～17:00
δ①箕面文化・交流センター ζ①池添
素さん
（NPO法人福祉広場）

β①２歳児②１歳児
2日・9日
（月）、5日
（木） 認定こども園
毎週水曜日
γ①17日
（火）
②20日
（金）
10:00～11:00
10:30～12:00
ひじりひがし幼稚園
13:00〜14:30
ε①お部屋で遊ぼう②幼稚園で遊ぼう
σ729・1566
（雨天中止）
π9月3日
（火）
から10:00～14:00で受付
毎週木曜日
9:30～11:30
アスク彩都西保育園
毎週木曜日（12日を除く）

もみじ保育園
σ729・7371

σ724・9614

園名

2日・9日（月）、4日・11日（水） アートチャイルドケア箕面
σ720・0234
10:00～12:00

小野原学園

瀬川保育園
σ723・2302

園庭開放

σ72６・9614

常照寺隣保館保育園
σ723・1075

桜保育園

σ729・3319

あい保育園 牧落
σ736・9650

4日(水)10:00～11:00

10:00～11:00（雨天中止）
毎週水曜日（25日を除く）
10:00～11:00

毎週水・金曜日10:00
～11:00（雨天中止）

γ26日
（木）
10:00～10:40
ε誕生会

β①1歳児②1～2歳児 γ①12日
（木）
10:15～11:00②19日
（木）
10:30～11:10 毎週月・水・金曜日
ε①1歳児と遊ぼう
（予約制）
②親子リトミック 10:00〜11:30
η①５組

こども園アサンプション
6日・20日
（金）
国際幼稚園
10:00～11:00
毎週火・金曜日（6日を除く） σ722・3933
10:15～11:45
Pingu'sEnglish γ毎週木曜日10:00～11:00
10:30〜自由遊び
彩都小規模保育園 ε10:00〜English Time、
毎週火・木曜日
σ786・9044
η各5人
（申込順）
9:30～12:00

γ26日
（木）
10:00～11:00
ε誕生会
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コミュニティ

市民活動・ 子 ど も

30

11
17

北

青少年教学の森
野外活動センター

大阪青山大学
スカイアリーナ

府道箕面池田線
コンビニ
第一中

人材募集
そ の 他

スポーツのつどい中止
のお知らせ

図 書 館

次のつどいは、各種大会及
び行事のため中止します。
●第二総合運動場▽バドミン
トン・９月４日ι・ 日ν
ρ同運動場σ７２９・４５５
８φ７２８・３７７２

スポーツ

14

き１枚につき１人。兄弟姉妹、 ９φ７４９・１５６６、健康
友達と同じグループを希望す
福祉政策室σ７２７・９５１
る場合は、参加決定後に送付
３φ７２７・３５３９
する参加案内に同封の「事業
参加カード」で受付）
いずれもδ同センター
ρ同センターσ７２２・８１
１０φ７２２・５７６６

10

人形劇「はだかの王様」

国際交流

β市内在住の３歳〜小学３年
生と保護者（保護者は１家族
２人まで） γ 月 日τ①
午前 時 分②午後２時 δ
グリーンホール 出演…劇団
カッパ座 η各８５０人（申
込多数の場合抽選） μ 無料
π はがきに住所、電話番号、
参加者全員の氏名、子どもの
学年または年齢、お住まいの
小学校区、希望時間を記入し、
９月 日ω（消印有効）まで
に民生委員児童委員協議会事
務局（〒５６２ ︱００３６船
場西１ ︱ ︱ ）へ郵送
ρ同事務局σ７４９・１１０

生涯学習
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23

30
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10

20

教学の森イベント

人権文化

●家族
 で楽しむアウトドアク
ッキング（秋）
β家族で参加できるかた γ
月 日χ午前 時 分〜午
後３時 ε大きな肉を豪快に
焼くブラジル流バーベキュー。
ガラナジュース（有料）あり
η 家族程度（申込順） μ中
学生以上２８００円、小学生
１１００円、未就学児５００
円、３歳以下無料 π９月９
日ω午前 時から電話で
●森のようちえん
β市内在住の今年度６歳にな
る幼児（年長）で、全日程に
参加できるかた γ① 月
日τ② 月 日χ〜 日τ③
２月２日τ④３月７日ν〜８
日τ ※②④は１泊２日 ε
ハイキングや宝探しを通し
て、季節の野山の自然に触れ
る幼児だけのキャンプ（宿泊
は本館暖房付き宿舎） η
人（申込多数の場合抽選） μ
５４００円（４回分） πはが
きにイベント名、保護者の住
所、氏名、電話番号、子ども
の氏名（ふりがな）
、性別、生
年月日、園所名を記入し、９
月 日ν（必着）までに青少
年教学の森野外活動センター
（〒５６２ ︱０００５新稲２

地域創造

︱２５７ ︱３）へ郵送（はが

みどり

まちづくり
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ミニイベント

γ 10日
（火）
10:30～11:00
εリズム遊びをしよう

※各保育園では、育児相談を実施しています。気軽にご相談ください
※園庭開放は、暑さ指数が28℃を超えた場合は中止

令和元（2019）年９月号

スポーツ教室

β市内在住、
在職、
在学のかた π9月１日
から各開催場所へ
（９:00〜21:00。
申込順。
電話での申込不可）
（日）
ρスカイアリーナσ７２４・３４４０φ７２４・３３６０、
武道館σ７２１・７９７９φ７２４・４０３０、
第二総合運動場σ７２９・４５５８φ７２８・３７７２
※各教室とも体験可（有料）
βⒸ年少Ⓓ年中・年長
γ10月３日～12月19日の木曜日
Ⓒ14:15～15:00Ⓓ15:40～16:35
δⒸ第二総合運動場Ⓓスカイアリーナ μ各6,500円
β小学１年～３年生
γⒶ10月２日～12月25日の水曜日16:30～17:45
Ⓑ10月３日～12月19日の木曜日16:45～17:45
子ども身体づくり
Ⓒ10月３日～12月19日の木曜日16:40～17:55
δⒶⒸスカイアリーナⒷ第二総合運動場
μⒶ9,360円Ⓑ5,200円Ⓒ7,200円
β小学生 γ10月７日～12月23日の月曜日16:30～17:30
スポーツ運動塾 δ
第二総合運動場 μ7,150円
セルフ
β18歳以上 γ10月7日～28日の月曜日10:00～11:00
コンディショニング δ武道館 μ2,490円

幼児のための
運動遊び

正しい姿勢をキープ β30歳以上 γ10月２日～23日の水曜日13:30～14:30
整体ストレッチ δ武道館 μ2,880円
β60歳以上 γ10月４日～12月20日の金曜日15:00～16:00
健康ストレッチ δ
武道館 μ6,480円
β16歳以上
γⒶ10月２日～12月25日の水曜日13:30～14:30
ZUMBA
Ⓑ10月３日～12月19日の木曜日12:15～13:15
δⒶスカイアリーナⒷ武道館 μⒶ9,000円Ⓑ7,500円
β16歳以上の女性
美ＢＯＤＹ
γ10月17日～31日の木曜日19:15～20:15
エクササイズ δ武道館 μ1,700円
トータルボディエクササイズ β16歳以上 γ10月２日～23日の水曜日12:30～13:15
ボクシングエアロ δ武道館 μ3,880円
β18歳以上の女性
γ10月7日～12月23日の月曜日
ピラティス
Ⓐ19:45～20:45Ⓑ10:00～11:00
δⒶ武道館Ⓑ第二総合運動場 μ各7,500円
β30歳以上 γ10月3日～31日の木曜日13:30～14:30
健美操
δ武道館 μ3,400円
β60歳以上
γⒷ10月15日～12月24日の火曜日14:00～15:00
健康フィットネス
Ⓓ10月3日～12月19日の木曜日13:30～14:30
δⒷ武道館Ⓓスカイアリーナ μⒷ5,940円Ⓓ5,400円
健康バランス β60歳以上
γ10月２日～12月25日の水曜日13:30～14:30
トレーニング δ第二総合運動場 μ7,020円
β16歳以上 γ10月７日～28日の月曜日12:45～13:30
Bokwa
δスカイアリーナ μ2,010円
β16歳以上
1週間の疲れを流す～ γ10月4日～25日の金曜日
Ⓐ18：30～19：30Ⓑ19：45～20：45
寝ころびヨガ
δスカイアリーナ μ各3,240円（別途用具レンタル100円）
β16歳以上の女性
γ10月２日～30日の水曜日19:00～20:00
陰ヨガ
δ武道館 μ4,700円
βⒶ16歳以上の女性Ⓑ18歳以上の女性
ボディリセット γⒶ10月３日～12月19日の木曜日９:15～10:15
Ⓑ10月１日～12月24日の火曜日13:00～14:00
骨盤ヨガ
δⒶ武道館Ⓑ第二総合運動場
μⒶ8,300円Ⓑ9,130円
β18歳以上の女性
γ10月２日～12月25日の水曜日19:30～20:30
ナイトヨガ
δ第二総合運動場 μ9,360円
β18歳以上の女性
γⒶⒷ10月４日～12月27日の金曜日
ヨガ
Ⓐ９:30～10:30Ⓑ10:45～11:45
Ⓒ10月７日～12月16日の月曜日12:00～13:00
δⒶⒷスカイアリーナⒸ武道館 μⒶⒷ各8,640円Ⓒ7,200円
βⒶ18歳以上ⒷⒸ18歳以上の女性
γⒶ10月３日～12月19日の木曜日９:30～10:30
Ⓑ10月１日～12月24日の火曜日９:30～10:30
パワーヨガ入門
Ⓒ10月２日～12月25日の水曜日12:00～13:00
δⒶスカイアリーナⒷⒸ第二総合運動場
μⒶ7,200円Ⓑ8,640円Ⓒ9,360円
βⒶ18歳以上のヨガ経験者
Ⓑ18歳以上の女性のヨガ経験者
γⒶ10月３日～12月19日の木曜日10:45～11:45
パワーヨガ初級
Ⓑ10月２日～12月25日の水曜日10:45～11:45
δⒶスカイアリーナⒷ第二総合運動場
μⒶ7,200円Ⓑ9,360円
β18歳以上の女性
γⒶ10月４日～12月27日の金曜日19:10～20:25
アロマdeヨガ
Ⓑ10月５日～12月21日の土曜日12:00～13:15
δ武道館 μⒶ9,960円Ⓑ9,130円

Sintex Tone β18歳以上の女性
γ10月２日～12月25日の水曜日９:15～10:15
&Reborn
δ武道館 μ10,790円
β18歳以上の女性
γ10月５日～12月28日の土曜日10:00～11:15
癒しヨガ
δ第二総合運動場 μ8,300円
β18歳以上で未就園児の母親
γ10月４日～12月20日の金曜日15:00～16:00
ママヨガ
δ武道館 μ8,640円
βⒶ年中～小学１年生Ⓑ小学２年～６年生
はじめてのバレエ γ10月７日～28日の月曜日Ⓐ15:45～16:45Ⓑ16:45～17:45
δ武道館 μ各4,770円
βⒶ年中・年長Ⓑ小学１年～６年生
キラキラダンス γ10月4日～25日の金曜日
Ⓐ16:15～17:00Ⓑ17:00～18:00
スクール
δ第二総合運動場 μⒶ4,780円Ⓑ5,920円
β16歳以上の女性
γ10月７日～28日の月曜日19:00～20:00
ベリーダンス
δスカイアリーナ μ4,920円
β18歳以上の女性
はじめての
γⒶ10月３日～12月19日の木曜日９:15～10:30
Ⓑ10月２日～12月25日の水曜日12:15～13:30
ハワイアンフラ
δⒶ第二総合運動場Ⓑ武道館 μⒶ7,560円Ⓑ9,240円
β18歳以上の女性
γⒶ10月３日～12月19日の木曜日10:40～11:55
ハワイアンフラ
Ⓑ10月２日～12月25日の水曜日13:40～14:55
δⒶ第二総合運動場Ⓑ武道館 μⒶ7,560円Ⓑ9,240円
βⒶ年中～小学１年生Ⓑ小学２年～６年生Ⓒ年中・年長
γⒶⒷ10月17日～12月19日の木曜日
Ⓐ16:30～17:30Ⓑ17:45～18:45
チアリーディング
Ⓒ10月7日～28日の月曜日15:30～16:30
δⒶⒷ武道館Ⓒ第二総合運動場
μⒶⒷ各11,000円Ⓒ3,300円
βⒶ年中～小学１年生Ⓑ小学２年～６年生
γ10月1日～12月3日の火曜日
新体操
Ⓐ15:45～16:45Ⓑ16:50～17:50
δ武道館 μ各11,700円
β小学生以上
γ10月７日～28日の月曜日18:30～19:30
カポエイラ
δ武道館 μ2,910円
βⒶ年中・年長Ⓑ小学１年～３年生Ⓒ小学４年～６年生
γ10月４日～25日の金曜日
フットサル
Ⓐ15:30～16:30Ⓑ16:45～18:00Ⓒ18:15～19:45
δ第二総合運動場 μⒶ3,640円Ⓑ4,680円Ⓒ5,920円
β小学生 γ10月2日～12月4日の水曜日16:00～17:00
ジュニアサッカー δ
第二総合運動場 μ6,500円
βⒶⒹ小学１年～３年生Ⓑ小学４年～６年生ⒸⒻ中学生以上
γⒶⒷⒸ10月４日～25日の金曜日
ⒹⒻ10月２日～30日の水曜日
エヴェッサ
ⒶⒹ16:30～17:50Ⓑ18:00～19:20
バスケットボール
ⒸⒻ19:30～20:50
δⒶⒷⒸスカイアリーナⒹⒻ第二総合運動場
μⒶⒷⒸ各7,160円ⒹⒻ各8,950円
βⒶⒻ初心・初級ⒷⒺ中級Ⓒジュニア初心Ⓓジュニア
γ10月７日～11月25日の月曜日
Ⓐ９:30～10:30Ⓑ10:30～12:00Ⓒ16:30～17:30
Ⓓ17:30～18:30Ⓔ18:30～20:00Ⓕ20:00～21:00
δ第二総合運動場
μⒶⒸⒹⒻ各9,450円ⒷⒺ各12,740円
βⒶⒻ中級ⒷⒺ初心・初級Ⓒジュニア初心Ⓓジュニア
γ10月９日～11月27日の水曜日
Ⓐ９:30～11:00Ⓑ11:00～12:00Ⓒ16:30～17:30
Ⓓ17:30～18:30Ⓔ18:30～19:30Ⓕ19:30～21:00
δ第二総合運動場
μⒶⒻ各14,560円Ⓑ〜Ⓔ各10,800円
テニススクール βⒶⒺ初心・初級ⒷⒻ中級Ⓒジュニア初心Ⓓジュニア
γ10月11日～11月29日の金曜日
Ⓐ９:30～10:30Ⓑ10:30～12:00Ⓒ16:30～17:30
Ⓓ17:30～18:30Ⓔ18:30～19:30Ⓕ19:30～21:00
δ第二総合運動場
μⒶⒸⒹⒺ各10,800円ⒷⒻ各14,560円
βⒶⒸⒺ初心・初級ⒷⒹ中級
Ⓕジュニア初心(小学1年～4年生)
γ10月３日～31日の木曜日
Ⓐ９:30～10:30Ⓑ10:30～12:00Ⓒ12:30～13:30
Ⓓ13:30～15:00Ⓔ15:00～16:00Ⓕ16:00～17:00
δ第一テニスコート
μⒶⒸⒺⒻ各4,050円ⒷⒹ各5,460円
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健
福

陸上

…対象
…費用
内容

…日時・日程
…一時保育
対象

年長〜小学生

祉

室内ペタンク

安
全
保
険
医療年金

9月・日時

場所

21日
（土） 9:00〜10:00 豊川南小学校
19日
（木）
18:30〜19:30 東小学校

27日
（金）
18:30〜19:30 豊川北小学校
8日
（日）10:00〜11:00

スポーツチャンバラ 年長〜大人

22日
（日）10:00〜11:00 豊川南小学校
8日
（日）11:10〜12:00

ミニバスケット

24日
（火）
18:30〜19:30 萱野東小学校

1日
（日）10:00〜11:30 萱野東小コミセン

卓球

5日
（木）18:30〜19:30 東小学校

小学生以上

20日
（金）18:30〜19:30 豊川北小学校

…講師
…定員
…問い合わせ先
内容

対象

バドミントン

スナッグゴルフ

9月・日時

小学生以上

キンボール

場所

9日
（月）
18:30～19:30 東小学校

21日
（土）10:15〜11:30

22日
（日）11:10〜12:00

アイソメトリックトレーニング

豊川南小学校

21日
（土）
15:45～16:45 小野原自治会館

カントリーラインダンス
ノルディックウォーク

12日
（木）
15:30～16:30
26日
（木）
15:30～16:30

大人

東小コミセン

10日
（火） 9:00～10:30 粟生南公園集合
15日
（日）
16:00～17:30 東小学校集合

整体操

22日
（日）15:00〜16:00 豊川南小コミセン

受付…15分前から 費用…大人500円、
18歳以下300円（会員は無料）
22日
（日）13:15〜14:45 豊川南小コミセン ※他にヨーガ（大人）、スポンジテニス（小学生以上）、ミニバス教室（小学１年〜4年
生）。詳しくはお問い合わせください
26日
（木）18:30〜19:30 彩都の丘コミセン

病
内容

対象

9月・日時

小学4年生以上 毎週火曜日19:00～20:50
（小学生は保護者同伴） 5日・12日・19日（木）18:30～20:50

バドミントン
フットサル

ジャズダンス

相

コンディショニング
ゴスペル

談
環

コアトレ
（骨盤底筋トレーニング）

費用
（１回）

大人400円、中学生以下300円

第五中学校

大人300円、
中学生200円

第二総合運動場

毎週月曜日19:00～20:50

高校生以上

1日・22日
（日）10:40～12:00

彩都の丘コミセン 800円

5日・19日
（木）19:00～20:00

600円

大人

1日・22日
（日）9:30～10:30
30日
（月）14:15～15:45

13日・27日
（金）13:30～14:30

みのお市民活動
センター

7日
（土）9:30～10:30

萱野東小学校

13日・27日
（金）14:40～15:40
30日
（月）13:00～14:00

彩都の丘コミセン

初回体験

大人500円、中学生以下400円 無料

中学生以上

優しいヨガ

初心者向けピラティス

場所

第五中学校

500円

300円

300円

200円

600円
400円

800円

600円

500円

300円

総合型地域スポーツク
ラブ 箕面ＳＣ

税

年会費…大人４０００円、中
学生以下３０００円（保険料
込）
ρ保健スポーツ室σ７２７・
９５６３φ７２７・３５３９

院

※他にチアリーディング
（年長～小学6年生）
。
詳しくはお問い合わせください

14

16

地域創造

45

人権文化

15

45

30

30

11

30

30 30

10

30 12

国際交流

地域

移動図書館みどり号 9月 巡回日程
駐車場所

駐車時間

コミュニティ

市民活動・ 子 ど も

図 書 館
人材募集
そ の 他

稲

紅葉丘住宅1棟横

13:30～14:30

牧

落

サンロイヤル箕面コスモ前
山ノ原公園

15:00～16:00

止々呂美支所

13:30～14:30

森町南２丁目ゆりのき公園

15:00～16:00

照葉の里玄関前

13:30～14:30

森町中3丁目森の丘公園

15:00～16:00

今 宮 西

今宮西公園

13:30～14:30

粟生外院

東分署（消防署）

15:00～16:00

如 意 谷

如意谷住宅16棟西側
チューリップ公園

13:30～14:30

外

青松園2号公園

15:00～16:00

止 々呂 美

院

曜

5日
19日

木

40

10
14

17

11日
25日

水

6日
20日

金

12日
26日

木

13日
27日

金

45

ーナ、武道館、同運動場の窓
口または電話で
ρ同室σ７２７・９５６３φ
７２７・３５３９

スポーツ

新

日

30

４０φ７２４・３３６０、同
運動場σ７２９・４５５８φ
７２８・３７７２
●「 市
 民 スポーツカーニバル
ふれあいフェスティバル」オリ
ンピアンに学ぶ！卓 球 教 室
β 市 内 在 住、 在 学 の 小 学 生
γ 月 日χ午前９時 分
δ第二総合運動場 ζ新井周
さん（元オリンピック選手）
η 人（申込多数の場合抽選）
μ無料 π９月 日αまでに
保健スポーツ室、スカイアリ

生涯学習

50

10

スポーツ体験会・教室

みどり

まちづくり

●ムーンヨガ体験会
β小学４年生以上のかた（小
学生は保護者同伴） γ ９月
日ν午後７時 分〜８時
分（雨天中止） δ スカイア
リーナ ε屋外のヨガで心身
ともにリフレッシュ η 人
（申込順） θレジャーシート
またはヨガマット（あれば）
μ１２００円、小学生８００
円
●初心者のバドミントン教室
β 歳以上の初心者 γ
月３日〜 月７日の木曜日午
後６時 分〜８時 分 δス
カイアリーナ η 人（申込
順） θ室内シューズ、ラケッ
ト μ２６００円
●走り方教室
β①小学１年〜２年生②小学
３年〜４年生 γ 月 日ν
①午後０時 分〜１時 分②
午後１時 分〜２時 分 δ
第二総合運動場 ε走り方の
基本を学ぶ η各 人（申込
順） θ 室内シューズ μ 各
１０８０円
いずれもθ 動きやすい服装、
タオル、飲み物 π９月１日
τから各開催場所の窓口また
は電話で（初心者のバドミン
トン教室は窓口でのみ受付）
ρ同アリーナσ７２４・３４

境

31

…場所
…内容
…申込先・申込方法

総合型地域スポーツク
ラブ 箕面東コミスポ

康

ρ保健スポーツ室σ７２７・
９５６３φ７２７・３５３９

記号の説明
…持ち物

問い合わせ、本の予約は中央図書館（σ７２２・４５８０φ７２４・９６９７）へ

市では、小学校（北小校区はメイプルホール、萱野北小校区は第二中学校）を災害時の避難所としています
市民安全政策室σ７２４・６７５０φ７２４・６３７６

令和元（2019）年９月号

13 10

出品予定

※荒天中止

詳しくはホームページをご覧ください

ρ箕面FMまちそだて株式会社 σ724・5151 φ721・1788 machi.minoh.net

32

災害時の情報は、タッキー８１６（ＦＭ８１．６ＭＨｚ）で！

箕面グリーンロードの
料金改定について

消費税率引き上げに伴い、
月１日から箕面グリーンロ
ードの通行料金及び回数通行
券の料金を改定します。
改定後の通行料金…普通車４
２０円、軽自動車３６０円、中
型車７３０円、大型車１０５
０円、特大車１７３０円
なお、普通車、軽自動車は
社会実験期間中（令和２年３
月 日まで）の料金です。通
常料金は普通車６３０円、軽
自動車５２０円となります。
詳しくはお問い合わせいた
だくか、大阪府道路公社ホー
ムページをご覧ください。
ρ同公社企画保全課σψ６９
４１・２５１１、交通政策室
σ７２４・６７４６φ７２２・
７６５５

フルーツかき氷
ガラスカボションアクセサリー
海や空をイメージしたハーバリウム
花びら入りのレジンの箸置き
お花をあしらったミニ宝石箱
新稲産の天然はちみつ ほか

桜井マルシェは、暮らしに役立つグッズや手作りの逸品、
お買い物を1回するごとに、
「マルシェくじ」を
こだわりのフードなどのお買い物が楽しめるイベントです。 マルシェでお買い物して
1枚進呈。桜井商店会のお店で使えるサービ
｢マルシェくじ」をもらおう！ ス券などが当たります！
お気に入りを見つけに、遊びにきてくださいね。

10:00〜16:00
土 δ阪急桜井駅前広場・プロムナード

14

豊能地区公立小・中学校
事務職員

11

フルートと ギターによる
ファミリーコンサート

Ｃ－１

10
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害のあるかたで、試験会場ま
での移動やパソコンの操作な
どが困難なかたはお問い合わ
せください
人数…３人程度 受験資格…
平成２年４月２日〜平成 年
４月１日生まれのかた（府内
在住で身体障害者手帳をお持
ちのかたは、平成元年４月２
日〜平成 年４月１日生まれ
のかた） 勤務地…箕面市、豊
中市、池田市、豊能町、能勢
町 募集案内及び申込書…大
阪府豊能地区教職員人事協議
会及び各市町の教育委員会で
配布（同協議会ホームページ
からダウンロード可） π ①
インターネット申込（同協議
会ホームページから）②郵送
による申込。申込書を同協議
会（ 〒 ５ ６ １ ︱８ ５ ０ １ 豊
中 市 中 桜 塚 ３ ︱１ ︱１） へ
簡易書留郵便 受付期間…①
９月５日κ午前 時〜 日λ
午後５時②９月５日κ〜 日
λ（消印有効） 選考…１次選
考・ 月 日τ、２次選考・
月 日ι・ 日κ 採用予
定…令和２年４月１日ι
※詳しくは募集案内をご覧く
ださい
ρ同協議会σψ６８５８・３
３４１φψ６８５８・３３１
６、教職員人事室σ７２４・
６９９７φ７２４・６０１０

涼しげでかわいいものがたくさん！

月の
奇数 曜日
第2土催！
開

γ９月７日ν午後１時 分〜
３時 δ西南図書館 出演…
谷向加江さん（フルート）
、舩
冨光曜さん（ギター） η 人
（当日先着順） μ無料
ρ同図書館σ７２５・１０２
２φ７２５・６７２２
申込期限…12月20日
（金）
昭和５４年４月２日～平成１３年４月１
（郵送申込は12月20日（金）消印有効、
日生まれで、身体障害者手帳を所持し、
インターネット申込は同日午後５時まで）
令和元年度中に同じ職種かつ同じ受験
行政職
区分で受験していないかた
採用予定…令和２年４月１日
（水）
（任期付短時間専願）
・ Ｃ－２
若干名
行政職
（常勤）
・
若干名

20

20

市職員

昭和34年４月２日以降生まれで、保育士・社会福
申込期限…９月９日
（月）
（必着）
祉士資格、教員免許（幼稚園、小・中・高等学校）
を
合格発表…９月下旬
所持するかたなど
採用予定…10月１日
（火）
※詳しくは募集案内をご確認ください
放課後児童支援員
（任期付短期間）
・
１人

14

20

30

90

募集案内及びエントリーシー
トなど…市ホームページでダ
ウンロード。市役所でも配布
π必ず、郵送による申込（手
続き①）とインターネットに
よる申込（手続き②）の両方を
行ってください（両方の手続
きを行わないと失格。放課後
児童支援員は郵送のみ） 郵
送申込（手続き①）…エントリ
ーシートを人事室（〒５６２
︱０ ０ ０ ３ 西 小 路 ４ ︱６ ︱
１）へ簡易書留郵便 インタ
ーネット申込（手続き②）…
市ホームページ「職員採用情
ρ同室σ７２４・６７０７φ
報」の申込専用ページに必要
７２３・２０９６
事項を入力 ※国籍は問いま
せん。申込方法など詳しくは、
募集案内をご覧ください。障

10

14

受付期間
受験区分

資格

職種・人数

…講師
…定員
…問い合わせ先
…場所
…内容
…申込先・申込方法
…日時・日程
…一時保育
…対象
…費用
記号の説明
…持ち物
要議決 市議会の議決が前提となります

健

福

安

数

全

保
険
医療年金

病

市歳入金の徴収・収納委
託について

30

全国家計構造調査にご
協力をお願いします

税

相

談

環

境

９月から 月にかけて、全
国家計構造調査を実施します。
この調査は、家計における
消費、所得、資産及び負債の
実態を総合的に把握し、世帯
の所得分布及び消費の水準や
構造などを明らかにするため
のもので、統計法に基づく重
要な統計調査として、全国で
実施されます。
これに伴い、調査員証を携
行した調査員が世帯を訪問し、
調査票の配布と記入依頼を行
院

います。記入された内容が、
統
計以外の目的に使用されるこ
とは一切ありません。みなさ
んのご協力をお願いします。
ρ総務課統計グループσ７２
４・６９９２φ７２４・６９
８０

９月 日は下水道の日

地域創造

人権文化

そのまま川や海へ流れてしま
い、水質汚染や悪臭の原因と
なります。
洗車は、排水設備が整った
ガソリンスタンドや洗車場を
利用してください。
ρ下水道室σ７２４・６７５
３φ７２２・７４１３

市長が表彰します

β市内在住、在職、在学のか
た及び市内の団体 εスポー
ツや文化活動で全国大会に出
場・出品したかたや、優れた功
績を挙げ本市の名声を高める
などの活動をしたかたを、タ
イムリーに表彰します。自薦
他薦を問いませんので、ご連
絡ください
ρ秘書室σ７２４・６９０３
φ７２４・６９７１
要議決

障害者福祉センターささゆ
り 園の 指 定 管 理 者 を 募 集

国際交流

コミュニティ

市民活動・ 子 ど も

市では、サービスの向上と
施設の効率的な管理・運営を
はかるため、同園の指定管理
者を募集します。
所 在 地 … 西 小 路 ３ ︱９ ︱９
事業概要…生活介護、入浴サ
ービス、同園の施設・設備の
維持管理、障害者に関する社
会参加・地域交流、ボランテ
生涯学習

生活排水は、下水道管（汚
水管）を通って下水処理場
に運ばれ、浄化後、川などに
排出されます。また、側溝な
どから集められた雨水は、下
水道管（雨水管）を通り、そ
のまま川などに排出されます。
飲み水は、その川の水を浄水
場できれいにして作られます。
私たちの生活に欠かせない水
は、この循環によって守られ
ています。
より良い水環境のため、ト
イレにはトイレットペーパー
以外のものは流さない、灯油
などの危険物は下水道管に流
さずに販売店で処分してもら
うなど、下水道の適切な利用
をお願いします。
●洗車
 の際はガソリンスタンド
や洗車場を利用しましょう
道路の側溝は、雨水を集め
る た め の も の で す。 自 宅 で
洗車をする際、洗剤をすすい
だ水を側溝に流してしまうと、
みどり
まちづくり

ィア育成、地域住民に対する
啓発、会議室利用受付業務ほ
か 指定期間…令和２年４月
１日〜令和７年３月 日 応
募資格…事業概要に記載の内
容を現に実施しているなどの
法人（詳しくは募集要項に記
載） 選定…書類審査及び面
接 募集要項の配布…９月２
日ω〜 日λ 応募期間…９
月 日ι〜 月４日λ
πρ障害福祉室σ７２７・９
５０６φ７２７・３５３９

13

そ の 他
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人材募集

10

図 書 館

25

スポーツ

広告の申込は、箕面ＦＭまちそだて㈱（σ７２８・３２１０）へ

全部開示

祉

12

取 下 げ

総

条例第10条関係
（保有個人情報の収集目的外
利用及び外部提供の制限）

10

情報公開の広場

自己情報開示請求 105 0 82 22 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
条例第11条関係
2 件 ※開示請求の処理状況の件数は、
１件の請求に対し、重複して決定していることがあります。
（個人情報の電算処理の規制）

平成 年度の情報公開制度
及び個人情報保護制度の運用
市では、８月から次のとお
状況は、次の表のとおりです。 り、市歳入金の徴収・収納事
務を委託し、指定代理納付者
継続審査
を指定しています。
棄
却
徴収委託事務の範囲…住民票
部分認容
の写し、住民票記載事項証明
全部認容
却
下
書、印鑑登録証明書、市府民税
取 下 げ
課税証明書の交付手数料 収
総
数
納委託事務の範囲…東生涯学
非 訂 正
習センターにおける証明書発
却
下
行手数料 委託先…メイプル
存否応答拒否
文化財団 委託期間…９月
文書不存在
日ωまで
非 開 示
部分開示
ρ窓口課σ７２４・６７２６
φ７２４・０８５３
0 件 行政文書開示請求 79 9 31 40 1 20 0 0 0 2 1 0 0 0 6 1

内 訳

条例第9条関係
0件
（個人情報の収集の制限）

ρ総務課σ７２４・６７０６
φ７２３・２０９６
康

33

審査請求の処理状況の件数は、
平成29年度から継続していた案件を含みます
※自己情報の削除、利用などの中止請求はありませんでした

※条例とは、個人情報保護条例です

30

個人情報保護制度運営審議会への
平成30年度情報公開制度及び個人情報保護制度運用状況
（単位：件）
諮問件数及びその内訳
開示請求
審査請求
平成30年度審議会開催数
2回
請求
処理状況
請求
処理状況
諮問件数
2件

令和元（2019）年９月号

記号の説明
…持ち物

…対象
…費用

…日時・日程
…一時保育

表紙写真を募集！

採用作品の応募者には謝礼品あり！

21

30

募集要項

10

30

ρ議会事務局総務室 σ７２４・６７０５ φ７２４・１５６８

デイリースポーツ杯争奪

２０１９サザンカップ

30

9月23日（祝）～28日（土）

20

10

ρ競艇事業局企画室
σ７２４・６７２１
開催中…σ ６６８２・６２５０

σ728・3210 φ728・3733 fm.minoh.net

みのたんらじお
放送日時

毎週土曜日午前11時から
メイプルホールロビーから公開生放送

ゲスト・内容

9月 7日㊏ 「第27回箕面市青少年文化祭」
会場から
9月14日㊏ 元気に活動中！こども会
9月21日㊏ 箕面市立第六中学校ダンス部
9月28日㊏ 箕面観光ボランティアガイド 仙田美紗子さん
ゲストコーナーはホームページからライブ映像がご覧いただけます

番組紹介 FM81.6MHz

｢いつ」
も
「いざ」
もタッキーを！

箕面の天気や市内の交通情報、
ごみ出しのお知
らせなどの生活情報のほか、災害時・緊急時には、
箕面市災害対策本部から、市民のみなさんへ緊急
情報を放送します。
日頃から、
ぜひタッキー816をお聴きください。

緊急地震速報

箕面市で震度４以上の地震が
予想される場合に放送します

10

εギター、フルートの演奏ほ
か
いずれもδ同センター μ無
料 ※申込不要
ρ健康福祉政策室σ７２７・
９５１２φ７２７・３５３９

11

「第７回ふれあいフリー
マーケット」出店者募集

γ 月９日ν午前 時〜午後
３時 δ稲ふれあいセンター
募集出店数… 店程度（申込
多数の場合抽選） 出店費用
…１ブース（約３・３㎡）２
０００円（慈善事業に全額寄
付）
πρ９月 日ωまでに同セン
ターσ７３４・８６１７φ７
３４・８８１８

箕面市主催ボートレース

時〜正午 δ同プラザ ε
簡単なおもちゃの修理 μ無
料
ρ同プラザσ７２１・４８０
０φ７２１・３５０１

※詳しくは、市議会ホームページの募集要
項をご覧ください

総合保健福祉センター
の催し

●ムジカリベロ・コンサート
γ９月 日ν①午前 時〜正
午②午後１時 分〜３時 分
ε①ジャズピアノ②アコース
ティックギターほか
●ベガ
 ・ムジーク 演奏と歌
声広場
γ９月 日κ午後２時〜３時

26

星 を 観 る 会 〜 秋 の 星 空・
月・土星・木星を見よう〜

β市内在住、在職、在学のか
た（小学３年生以下は保護者
同伴） γ ９月６日λ午後７
時（星が見えないときは室内
で映像鑑賞やお話） δ 教育
センター μ無料（当日直接
会場へ）
ρ同センターσ７２７・５１
１２φ７２７・４０８９

10

ヒューマンズプラザの
おもちゃ病院

γ９月７日、 月５日ν午前

応募条件…市内在住、在職、在学のかた
テーマ…季節感のある市内の風景写真
応募方法…写真
（データまたはプリント）
とともに、
住所
（市外在住のかたは通勤・通学先名も併記）、氏名（ふ
りがな）、電話番号、撮影場所・時期、議会だより
「ささ
ゆり」12月号表紙写真への応募である旨を明記（様式
１人５点まで
自由）。
応募先…11月１日
（金）
（必着）
までに議会事務局総務
室（〒562-0003西小路４-６-１）へ郵送、電子メール
または持参（持参の場合は同日午後５時15分まで）
注意事項…①人物が写り込んでいる場合は、個人が
特定されないものに限ります②議会だより編集委員
会で採用作品を決定します③応募作品は返却しませ
ん④応募者自身に著作権がある作品に限ります。著作
権・肖像権などあらゆる権利に関す
る問題は、応募者の責任と負担で
解決するものとします

介護保険事業者を募集

「ささゆり」の

検索

…講師
…定員
…問い合わせ先

介護保険法に基づく指定を
受けて、①介護老人福祉施設
②地域密着型サービスの事業
を実施する事業者を募集しま
す。
実施要領など、詳しくは市
ホームページをご覧ください。
ρ①高齢福祉室σ７２７・９
５０５②広域福祉課σ７２
７・９５３９ いずれもφ７
２７・３５３９

議会だより

みのお市議会だより

…場所
…内容
…申込先・申込方法

ラジオ・スマホ・インターネットで
お聴きいただけます
ラジオの周波数を
RADIO

FM 81.6MHz

に合わせてください。

fm.minoh.net から
SMART
PHONE

タッキー816を
今すぐ

聴く
Listen

！
ック
クリ

WEB

の輪の切り株の上の物語〜」
出演者

市広報紙「もみじだより」が届かないときや、視覚障害のあるかたで声の広報（カセットテープ版、CD版、デイ
ジー版）または点字広報を希望されるかたは、箕面FMまちそだて㈱（σ７２８・３２１０φ７２８・３７３３）へ
連絡してください。
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