広報

5

ねやがわ

2021年
No.1418

議会だより合併号

寝屋川市は５月３日で
市 制 施 行 70 周 年を迎えます
特 集

❶新型コロナワクチン接種情報
❷令和３年度市政運営方針

ネヤ
ガワ

NHK

授業のライブ配信が クローズアップ
現代
取り上げられました
コロナ禍でも教育の機会を守るため

早期から市独自の取り組みを続けてきました
令和２年６月
選択登校制

令和２年６月
授業のライブ配信

全国一斉休校中の児童・
生徒の学習をサポートする
ため、授業動画を市ホーム
ページで公開。

新型コロナウイルス感染
症への不安で登校を控える
場合も欠席扱いとせず、登
校するか自宅学習とするか
を選択することができる制
度を導入。

新型コロナイルス感染症
への不安で登校を控える児
童・生徒の教育の機会を守
るために導入。臨時休業の
ときも学習を支援。

２学期から不登校・長
養中の児童・生徒にも拡

その１
期療
充。

令和３年１月
授業の視聴や学習状
確認などの一定の要件
たせば出席扱いに。

５月３日で寝屋川市は市制施行70周年を迎えます。新型コロナウイ
ルス感染症の影響で多くのイベントが中止を余儀なくされる中、市民の皆
さんと「喜び」や「感動」を共有するため、感染対策を徹底し、工夫しなが
らいろいろな事業の実施を予定しています。
問

令和２年８月

令和２年４月
インターネット授業

寝屋川市
誕生から 70 年

◀取材を受ける広瀬市長

新型コロナウイルス感染症による登校の不安を解消するため、市は昨年度に全国に先駆けて
「選択登校制」を導入。選択登校制に伴い、子どもの教育の機会を守るため導入した「授業のラ
イブ配信」が評価され、NHK「クローズアップ現代＋(プラス）」に取り上げれられました。

況の
を満

市独自 のいじめ対応 がABE MAに取り上げられま した
専門家「すごくよくできている」
４月４日放送のインターネットテレビ局・ABEMA「カ
竹山土曜THE NIGHT#136～いじめ/無くならない隠蔽
（ぺい）
の
「いじめ対策に成果を上げている自治体」
として寝屋川市が紹介さ
番組では6,000件を超えるいじめ調査を行う通称“いじめ
ゲストに招き、いじめ問題の現状について取り上げた上で、
いじめ対応「監察課」の取り組みが評価されました。

ンニング
闇 ～ 」で
れました。
探偵”を
市独自の

寝 屋 川市 の いじめ「０」を目指した 取り組 み
学校・教育委員会を窓口とせず、市（監察課）が直接いじめ相談に対応します。監察課の専門の職員が被害者・加害者・保
教員などに積極的に関与し、調査・対応・必要に応じて勧告を行います。令和２年度は監察課に69件のいじめ相談がありまし
て対応済み）。

学校・教育委員会
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広報ねやがわ
令和 3 年 5 月号

行政的アプローチ
市長部局「監察課」

第三段階

教育的アプローチ

第二段階

第一段階

予防

初 市が
対応

法的アプローチ
外部機関

護者・
た（全

企画一課（☎825・2016）

記念ロゴマーク大発表

市民の皆さんに本市への愛着や誇りを高めていた
だき、市内外に市制施行70周年であることを周知
するため、シンボルとなる「寝屋川市制施行70周
年記念ロゴマーク」を決定しました。

その２

ABEMA

Top News

市制施行70周年記念式典

市政運営に協力いただいている関係各位に感謝の意を表
するため、「市制施行70周年記念式典」を開催します。新
型コロナウイルス感染症拡大状況を見極めながら対策を行
い、状況に応じた最大限の式典で市民の皆さんと「喜び」
や「感動」の共有を作り上げます。
その３

広報ねやがわ特別号・
記念DVDを全戸配布

70年の市の歴史を振り返った広報ねやがわ特別号と
記念ＤＶＤを発行します。皆さんが持っている懐かし
い市内風景などの写真や動画を募集する予定です。

そのほかにも
◦ねやがわ桜ナイトパーク
◦寝ころびアート
◦市ホームページのリニューアル
◦プレミアム付商品券の発行

▲平成 23 年市制施行 60 周年記念式典

昭和26年
（1951年）５
月３日、寝屋
川市は大阪府
内で16番目の市として誕生しま
した。当時の人口は約３万５千
人。その後、高度経済成長期の
急激な人口増加を背景に、大阪
のベッドタウンとして成長を遂
げ、平成７年（1995年）の人口
約26万人をピークに、令和３年
（2021年）４月１日現在は、人
口229,654人の都市へと発展し
ました。

寝屋川市の
歩み

広報ねやがわ
令和 3 年 5 月号
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特集

新型コロナワクチン 接 種 情 報

高齢者（65 歳以上）の次は基礎疾患を有する人の番です
—接種を希望する人は事前申告する必要があります—
現在、
シルバー世代
（65歳以上の高齢者）
の新型コロナワクチン接種を進めていますが、
シルバー世代の次に基礎疾患
を有する人の接種がスタートします。市では、
ワクチンの供給量を踏まえ、市独自の接種順位に基づき、順次、接種券を発送

特集

新型コロナワクチン接種情報

しており、接種を希望する基礎疾患を有する人でまだ接種券が届いていない人は、事前申告が必要です。必ず、郵送又は

問

オンラインで申請してください。
※接種券がすでに届いている場合は、基礎疾患についての事前申告は不要です。

４月20日から高齢者施設などの入所者への新型コロナワクチン接種を進めています
（下の
「接種ゲージグラフ」

基 礎 疾 患 を 有 す る 人は1又は2に該当する人です

のとおり）
。ワクチンの供給量に応じて、順次、そのほかのシルバー世代
（65歳以上の高齢者）
の皆さんへの接種を
開始する予定です。接種の準備ができ次第、接種券などを順次発送しますので、もうしばらくお待ちください。

1 以下の①～⑭の病気や状態の人で 、 通 院 又 は 入 院 し て い る 人

ワ
ン

４月16日時点での
ワクチン供給量
（見込み）

下 記 以 外の人

事前申告
❶郵

又は

送

申 請 書 を 郵 送 し てくだ さ い
▶ 市 内 公 共 施 設で申 請 書を配 布
▶ 市 ホ ー ム ペ ー ジ か ら ダ ウ ン ロ ード
※い ずれの方法でも入手できない場合はコールセン
ター（☎072・825・2007＝通話料がかかります）
に問い合わせてください。申請書を郵送します。

手続き開始

基 礎 疾 患を有する人（高齢者以外）

❷ オンライン
市 ホ ー ム ペ ー ジ「 電 子
申 請 シ ス テ ム 」か ら 申
請 し てくだ さ い 。

今ココ

予診票
接種券

ワクチンが確保でき次第、接種券・予診票を発送
※申請の段階で新型コロナワクチンが確保できている場合、通知なしに接
種券・予診票が届く場合があります。

▶かかりつけ医が市内の医療機関の場合、ご自身のかかりつけ医に相談してください
▶か かりつけ医が市外の医療機関の場合、別途手続きが必要となることがあります。当該医療
機関が所在する市町村に問い合わせてください。
※ご自身のかかりつけ医が新型コロナワクチン接種を行っていない場合は、コールセンター又はオンラインで予約してください。
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広報ねやがわ
令和３年５月号

５/3 の週

約 3,410 人分

高齢者施設などの従事者

❶又は❷のいずれかの方法でご自身で申告してください。

予 約

4/26 の週

約 620 人分

保育士・教員、留守家庭指導員 など

6 月 1 日から

市 か ら 通 知 が 届 きま す

４/19 の週

60 歳～ 64 歳の人

2 ＢＭＩ（肥満度を表す体格指数）が 30 以上の肥満の人 B M I＝体 重（㎏）
÷身 長（m）
÷身 長（m）
例：身長16 5 ㎝・体重1 0 0 ㎏の人 ⇒1 0 0÷1 .6 5÷1 .6 5＝3 6 .7 ⇒ 該 当

接種までの流れ

接種ゲージグラフ

チ

⑩神経疾患や神経筋疾患が原因で身体の機能が衰えた状
態
（呼吸障害など）
⑪染色体異常
⑫重 症心身障害（重度の肢体不自由と重度の知的障害と
が重複した状態）
⑬睡眠時無呼吸症候群
⑭重い精神疾患〈精神疾患の治療のため入院している、精
神障害者保健福祉手帳を所持している、又は自立支援
医療（精神通院医療）で「重度かつ継続」に該当する場
合〉や知的障害
（療育手帳を所持している場合）

ク

①慢性の呼吸器の病気
②慢性の心臓病
（高血圧を含む）
③慢性の腎臓病
④慢性の肝臓病
（肝硬変など）
⑤インスリンや飲み薬で治療中の糖尿病又は他の病気を
併発している糖尿病
⑥血液の病気
（鉄欠乏性貧血を除く）
⑦免疫の機能が低下する病気
（治療中の悪性腫瘍を含む）
⑧ステロイドなど、免疫の機能を低下させる治療を受けて
いる
⑨免疫の異常に伴う神経疾患や神経筋疾患

新型コロナワクチンコールセンター ☎072・825・2007

1-10
1-9
1-8
1-7
1-6
1-5
1-4
1-3
1-2
1-1

下記以外の65歳以上の人
サービス付き高齢者向け住宅

接種券などは
５月上旬から
順次発送（予定）

現時点での接種対象者
（約45,000人）

軽費老人ホーム（ケアハウス）
住宅型有料老人ホーム
介護付き有料老人ホーム
介護療養型医療施設
障害者入所施設

接種対象者
約3,500人

グループホーム

介護老人保健施設

特別養護老人ホーム

※ 1-1 ～ 10 はすべて 65 歳以上の人のみです。

クラスター発生リスク
低減の観点から優先的
に接種します。

新型コロナワクチンの接種は、市民の皆さんに受けていただくようお勧めしていますが、強制ではありま
せん。受ける人の同意なく、接種が行われることはありません。
職場や周りの人などに接種を強制したり、接種を受けていない人に差別的な扱いをすることのないようお
願いします。
広報ねやがわ
令和３年５月号
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特集

新型コロナワクチン 接 種 情 報

接種券が届く

掲載している接種できる医療機関などは現時点での内容で、今後変更となる可能性があります。

ワクチン接種に関することは、市新型コロナワクチンコールセンター
（☎072・825・2007＝通話料がかかります）
に問い合わせ
てください。医療機関への直接の問い合わせはご遠慮ください。

（市医師会会員医療機関）
青山医院

診療所名

原医院

浅井整形外科

はらきた耳鼻咽喉科

石川整形外科

ひえじま医院

あらき内科

いそわクリニック

伊藤内科クリニック
今村クリニック

百丈山合掌会診療所

ふくい内科クリニック
ふじた診療所
藤野医院

梅田外科

ぼく医院
まじま内科

おおはしクリニック

三木医院

内田クリニック

みい診療所

えびな小児科クリニック

大山口医院

村尾診療所
元山医院

おくだクリニック

森田医院

おひさま在宅クリニック

山下医院

おざわ内科クリニック
香川クリニック
陰山医院

かねしろ整形外科リウマチクリニック
革島クリニック
北川医院

京本耳鼻咽喉科
桐野整形外科
楠医院

神戸医院
嶋元医院

白井内科医院

安原こどもクリニック

まさつぐクリニック

山谷医院

やまだ診療所

寝屋川市は、一斉送付ではなく、市の接種順位に基づき、順次発送します。

集団接種

西北コミセン

星光メディカルクリニック

予

かかりつけ医の予
約状況により集団
接種も選択可能

約
又は

❶ コールセンター
コールセンターでは接種会場などの予
約状況と皆さんの接種希望日を調整
し、予約先を案内します。

❷ オンライン

１回目の接種予約専用webサイトか
ら予約してください。

☎072・825・2007

かかりつけ医で予約

※通話料がかかります

午前９時～午後５時30分（土・日曜日、
祝日を含む）

東北コミセン

染野クリニック

かかりつけ医でワクチン接 種
実施なし（左の一覧になし）

予 約 を し な い と ワ ク チ ン 接 種 は で き ま せ ん

※お車での来場はお控えください。
※ワクチンについて会場への直接の問い合わせはご遠慮ください。

５月17日の
週からスタート!

か かりつ け 医 が な い

かかりつけ医でワクチン接種
実施あり
（左の一覧にあり）

緑が丘みどりクリニック

山本内科

メールねやがわ

接 種 券 が 届 くま で 、各 種 お 問 い 合 わ せ は ご 遠 慮 く だ さ い

あおぞら在宅診療所大阪ねやがわ

山本医院

Android用

か かりつ け 医 に 相 談

診療所名

や行 山田クリニック

iOS用

接種の進捗状況は、市ホームページや市公式アプリ、メールねやがわでも発信します。

か かりつ け 医 が ある

（市医師会非会員医療機関）

山下クリニック

市ホームページ

接種券を一斉に送付している自治体もありますが、国からの新型コロナワクチンの供給量が不安定な中、市では、市民の皆
さんが予約できずに混乱が生じることを防ぐため、市が定めた接種順位に基づき、細分化して接種券を発送しています。

香里園
駅

小山循環器クリニック
さ行

ま行

横田医院

よねだクリニック

病院名
上山病院
大阪病院
河北病院
関西医科大学香里病院
小松病院
星光病院
青樹会病院
道仁病院
藤本病院
寝屋川生野病院
ねや川サナトリウム
寝屋川ひかり病院
寝屋川南病院
松島病院

は行 ひ野クリニック

あ行 上野クリニック

診療所名

わ行 和田内科クリニック

樋口クリニック

上田内科

おおぼしクリニック

や行

はらだ内科クリニック

伊与田内科

か行

診療所名

市公式 ア プ リ
「もっと 寝 屋 川 」

個別接種

高橋医院

保健福祉センター

たくしん会腎透析クリニック
谷村皮フ科

中條内科皮膚科

西南コミセン

徳本クリニック

ともメディカルケアクリニック

市民体育館

豊川クリニック

長尾会クリニック

駅駅
萱島島

萱

ながた医院

なかはら内科医院
な行 なんば胃腸科内科
西田クリニック

西野レディースクリニック

仁和寺診療所
はたて医院

は行 早川診療所

早川ファミリークリニック
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東コミセン

日時

平 日…午後２時～５時
土曜日…午後２時～５時
日曜日…午前10時～午後５時
（午後１時～２時を除く）

寝屋川公園駅

た行

寝屋川市駅

たかはし内科・循環器内科クリニック

学び館

イオンモール
四條畷

場所

市内８か所
（上の地図の●とおり）

今後、新型コロナワクチンの供給量に応じて集団接種会場を増設予
定です（各市立小学校体育館など）。 決まり次第お知らせします。

個別接種

集団接種

行 政 機 関などを語った “ なりすまし” にご 注 意
新型コロナワクチン接種のために必要と語り、金銭や個人情報をだまし取ろうとする電話に関する
相談が消費生活センターに寄せられています。迷ったら一人で悩まず、市消費生活センター又は消
費者ホットラインにご相談ください。

◦ 新 型 コロナワクチン 接 種 は 無 料 で す 。
◦ 市 で 接 種 順 位 を 定 め て い る た め 、勝 手 に 早 く接 種 す る こと は で きま せ ん 。

接 種 券 な ど が お 手 元 に 届 くま で お 待 ちくだ さ い 。

市消費生活
センター

☎０７２・８２８・０３９７
午前９時～午後４時

（正午～午後１時、日曜日、祝日、年末年始は除く）

新 型コロナワクチン詐 欺
消 費 者ホットライン
（独立行政法人国民生活センター）

☎０１２０・７９７・１８８

フリーダイヤル
（通話料無料）
午前10時～午後４時
（土・日曜日、祝日含む）

広報ねやがわ
令和３年５月号
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寝屋川市から緊急かつ重要なお願いです
広報

ねやがわ

特集

4

10

新型コロナウイルス感染急拡大

5

新型コロナワクチン
接種情報

今月の表紙
♪ハ ッピ ー バ ー ス デ ートゥー
ユー、ハッピーバースデートゥー
ユー、ハッピーバースデーディア、
寝屋川市～♪市制施行70周年を記
念して、70人の市民の皆さんが登
場！ご協力いただいた市民の皆さ
ん、ありがとうございました。

◆高齢者（65 歳以上）の次は
基礎疾患を有する人の番です
◆個別接種・集団接種会場

◆市民サービスの「ターミナル化」本格始動！
◆子どもに最善を尽くす
◆当初予算
トピックス

16 令和元年度

財務書類を作成

17 シティ・ステーションで
マイナンバーカードの申請補助を開始

インフォメーション

令和３年度
市政運営方針

ひと物語

◆“双子の白菜”にびっくり！
◆優秀な成績を収めた皆さん
◆市への寄付

◆スーパーキッズ募集
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広報ねやがわ
令和 3 年 5 月号

70歳以上の全ての人
①呼吸器疾患②心臓病③腎臓病④肝臓病⑤免疫疾患などをお持ちの人
A又はBに該当する人の家族
高齢者施設などに勤務するなど、日常的に高齢者に接する人

33 学生レポーター
窓口専門職員

地域で子育て

フォトニュース

◆20代二人が救命

A
B
C
D

31 英検ジュニア・英検受検料補助

◆阪神３位指名に本人もびっくり
◆矢野監督の教え 指導に生かす

◆国の登録有形文化財に登録

以下のA～Dに当てはまる人は、
「命を守る行動」を緊急にお願いします。

20 ファミリー・サポート・

31 寝屋川スマイル塾

『プロの経験教えたい』
元阪神選手が中学生指導

◆消防団長13年に幕

「“消費”で築く新しい日常」

ためらわずにご相談ください

ひと物語

フォトニュース

重症病床の使用率が急増し、重症患者の受け入れができなくなる状況が迫っています。このため、人
工呼吸器が装着できずにお亡くなりになる人が増加するおそれがあります。

20 ５月は消費者月間

27 生活に困っている人へ

西田 直斗さん

42

「命を守る行動」
を
お願いします

センター提供会員の募集

妊娠期からのサポートをもっと手厚く
37

18 二つの本部を設置

ゴ ー ルデンウィーク中も
外 出 の 自 粛をお 願 いします

40

地域で子育て

家族以外との
外食の自粛

◆レジンアクセサリー作り
◆マタニティーヨガ
◆虫歯予防イベント など

不要不急の外出の自粛

（買い出し・通院・健康維持に
必要な短時間の散歩などを除く）

各種活動の自粛

（地域活動・サークル活動など）

対面時のマスクの着用を始め、感染症対策をこれまで以上に徹底するようお願いします。
問

内容に関すること…防災課（☎８２５・２１９４）
健康に関すること…新型コロナウイルス感染症対策室（☎８２９・１２１０）

広報ねやがわ
令和 3 年５月号
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令和
３ 年度

市 政運営方針

新 たな価値を創り選ばれるまち寝屋川市へ
令 和

３年３月市議会定例会で令和３年度市政運営方針を発表しました。主な事業を紹介します。
▲市政運営方針の全文

香里園
駅

市民サービスの

問
寝屋川市駅

寝屋川市駅前に

ターミナル化構想とは

（仮称）新中央図書館誕生
問

寝屋川公園駅

「ターミナル化」本格始 動！

重点

駅

萱島

中央図書館臨時図書室（☎838・0141）

平成30年６月18日に発生した大阪府北部地震により被害を受
け、閉館を余儀なくされた市総合センター内の中央図書館機能
を寝屋川市駅前で再構築するため、 アドバンスねやがわ１号館
４階に「（仮称）新中央図書館」を８月に開設します。

８月

オープン予定

市民の利便性を最優先と
するため、公共施設・機
能・サービスを公共交通機
関の結節点である駅周辺に
集約していくまちづくりの
ことです。

図 書館網 の 中 核 と し て
全 54万冊の 図書の流通を 促進
市民の皆さんと「本」との距離を縮めます
◦市内の図書館ネットワークの中核・起点となり、郵便局を活用し
た「図書の配送サービス」や学校図書館への図書の流通を促進
◦定期的に学校図書館の図書を入れ替え、小学校４年生～中学生の
週１回のディベート教育を下支え
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広報ねやがわ
令和３年５月号

市内
洋菓子店

「ティ・コ・ラッテ

パティスリー」

などを経営する
ザテーブル」が出

「株式会社オン
店！

企画一課（ ☎825・2016）

１ 市民の命と暮らしを守り抜く
２ より魅力あるまちへの進化
体D X（デジタルトランスフォー
３ 自治
メーション）の推進
４ 未来を担う子どもたちへの支援の充実
シルバー世代が心身ともに健康に生活で
５ きる環境づくり

市役所窓口の寝屋川市駅前
設置を目指します
問

カフェス
ペース
新設！

5 項目

資産活用課（☎825・2218）

利用頻度が高く利用者数が多い市民サービスの提供を駅周辺に配置する
「ターミナル化」に向けて、寝屋川市駅前に立地する「大阪電気通信大学
駅前キャンパス」を駅前庁舎として取得する取り組みを進めます。

◆駅前庁舎に配置する機能
◦市民サービス部
（各種証明書の発行・税・国民健康
保険など）
◦こども部
（保育所入所・児童手当など）
◦健康診断の実施会場など

行ったり来たりを
もうさせない！

広報ねやがわ
令和３年５月号
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長期療養への
対応

市政運営方針

赤ちゃんに絵本のプレゼント
With Books 事業（HOPステージ）
問

JUMP

子育て支援課（☎838・0374）

０歳・１歳・２歳・３歳それぞれの時期にふさわしい絵本を選んで
いただき、自宅に送付します。子どもの成長の土台として、子ども
と親の読み聞かせを通じて愛着形成を促進することにより、「寝屋
川方式」の教育につなげます。
◦令 和 ３ 年 ４ 月 １ 日 以 降 に 生 ま れ た
赤ちゃん
◦転 入世帯（０歳～３歳児）

ST EP

小学校
低学年

H OP

論理的な
思考を育てる

就 学 前

寝 屋川方式の教育
◦「 考える力」の育成をベースに、子ども
たちの「生き抜く力」を育みます。
◦「 小中一貫教育」と一体化した「就学前
教育」による連続性を確保します。

子どもに最善を尽くす

市独自！

小学 校
高学 年
中学 生
ディベートで
考える力を
身に付ける

寝屋川市の給食 を全面リニューアル

問

子育て支援課（☎838・0374）

助 産師 ら に よ る
訪問 指 導

拡大親子給食方式への移行に向けた栄養管理
システムの導入

訪問回数を最大２回→ 最大
７回 に拡充。妊娠期からの継
続的なケアで不安を解消しま
す。

令和５年度

これからの給食

家庭に２万円分 のタクシー券
を配付。外出時の負担感を軽減
します。

（仮称）いじめ問題
シンポジウム

全国でも
珍しい!

問 人権・男女共同参画課（☎825・2168）
いじめゼロを目指し、子どものいじめ問題を
テーマにした講演会やパネルディスカッション
などを実施します。市長を始め、他市の市長や
学識経験者らが参加するディスカッションは全
国的に珍しく、全国でいじめに悩んでいる人に
市の先進的な取り組みを発信します。
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広報ねやがわ
令和３年５月号

多胎妊婦や多胎児（０歳～３歳児）を持つ家庭が安心し
て出産・育児ができるよう支援を行い、負担感の軽減、不
安の解消を図ります。

先輩ママと交流会

０歳～３歳児の多胎児を持つ

多胎児の育児経験者と 年３
回 の交流会を開催します。同
じ思いを共有できる安心感に
つなげます。

まち・教育が変わる

全国でも
珍しい!

小中一貫校の設立
問

給食 をもっと

教育政策総務課（☎813・0070）

第四中学校区への施設一体型小中一貫校の設
置に向け、建築家・隈研吾氏が設計監修した小
中一貫校の施設整備に係る校舎棟建設工事や一
部解体・外構工事などを行います。

おいしく

給食調理場の施設設備の整備

After

タクシー券の配付

施設給食課（☎813・0073）

令和３年度

Now

多胎児家庭を応援

問

市立中学校でもっと温かくおいしい給食を
提供し、学校給食全般の充実を図ります。

令和４年度

週1回

ディベートの授業

豊かなことばや
表現を
身に付ける

大注目！

今の給食
Before

一つの小学校から一つの中学校へ給食を届ける親子方式と、拠点集
約型調理場から複数の中学校へ給食を届ける拡大方式を合わせた「拡
大親子給食方式」を採用し、もっとおいしい給食に！
令和元年２学期から献立メニューの見直しを実施。11月にはメイ

ンのおかずを保温容器の食缶に入れて届け、温かくおいしい給食に。

令和元年度
までの給食

民間の調理場からお弁当箱の給食が運ばれる

デリバリー方式。

ねやがわ版「GIGAスクール」全面始動
問

教育指導課（☎813・0071）

児童・生徒全員に配布した１人１台のパソコンを活用し、夏季休業中のオンライン英語村（英会話）にも
選択肢を広げるなど、更なる活用を推進し、子どもたちの「考える力」を育みます。
市独自！

ディベート での活用

小学校４年生～中学校３年生の
週１回のディベート授業で活用

資料
収集

データ
分析

資料
作成

◦一つの課題に対して肯定側と否定
側に分かれて議論

◦論理的思考力・情報選択能力など
を養う

市独自！

選 択 登 校 制 などでの
活用

◦新型コロナで登校が不安
◦不登校や長期療養

自宅学習を選択
教室の授業を
ライブ配信

一定の要件を満たせば
「出席扱い」に

市独自！

夏季休業中などでの

活用

小・中学校
夏休みオンライン英語村
（英会話）

インターネットコンテンツでの
自宅学習

夏休みの自由研究

広報ねやがわ
令和３年５月号
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市政運営方針

当初予算

令和３年度
問

財政課（☎825・2041）

第六次総合計画に掲げる将来都市像の実現に向けた施策・事業の着実な推進を第一に、更にはウィズコロ
ナ・ポストコロナの「新たな日常」などの社会環境の変容を見据えた取り組みを進めるため、優先度・重要
度を見定めた上で効果の高い施策・事業に重点的に財源を投入するなど、持続可能な財政運営を目指して予
算を編成しました。

908 億 4,000 万円

一般 会 計 予 算 額

8 億 5,290 万円（0.9％）

前年度比

1,625 億 5,900 万円

全会 計 予 算 総 額
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前年度比

億 6,390 万円（1.2％）

908 億 4,000 万円

入

地方消費税
交付金など

5,518

諸収入

3,964

市債 7,422

分担金及び負担金・
使用料及び手数料など

2,471

市 税
28,057

公共施設の整備な
どのために借り入
れるお金

市民税や固定資
産税など市民のみ
なさんから納めて
もらうお金

地方交付税

12,450

地方公共団体が
等しく事 務を行
えるように国から
交付されるお金

歳

国・府支出金
30,958

出

教育費 8,579 市債の元利
償還など
小・中学校、幼稚園、
図書館、市民体育館など

議会費・災害復旧費・
諸支出金・予備費

640

議会の運営など

総務費 6,369

土木費 11,202

民生費 48,264

道路・下水路・公園の
建設や管理など

高齢者・児童・障害者
の福祉、生活保護など

産業経済費 277

単位：百万円

特 別会計

公営企業会計

ごみ・し尿の処理、
健康増進、予防接種など

単位：百万円

15

広報ねやがわ
令和３年５月号

265億1,500万円（0.7％扌）

介護保険

223億800万円（2.5％扌）

後期高齢者医療

38億7,100万円（3.0％扌）

公共用地先行取得事業

1億100万円（0.0％➡）

母子父子寡婦福祉資金貸付金

3,600万円（10.0％➡）

水道事業
下水道事業

家族介護者（ケアラー）が新型コロナウイルス感染症にか
かり、在宅で介護を受けることが困難になった高齢者や障害
者を市内の施設で一時的に受け入れます。

萱島地区に

打上川治水緑地が 大注目！
もっと素敵に
問 公園みどり課
（☎825・2293）
打上川治水緑地のより一層
の活用を図るため、パークマネ
ジメントプランの策定やドッグ
ラン、バーベキュー広場などの簡易施設の整備を行います。

萱島地区に魅力ある事業者を誘致
するため、検討会の設立やフィール
ドワークを実施します。

大注目 ! 市独自の新型コロナ対策も継続します
問

新型コロナウイルス感染症対策室（☎829・1210）

介護従事者への定期的なPCR検査

衛生費 6,304

会計別当初予算額（前年度比）
国民健康保険

高齢者施設…高齢介護室（☎838・0372）
障害者施設…障害福祉課（☎838・0382）

戸籍や住民登録、
市役所の内部経費など

枚方寝屋川消防組合
負担金や消防団など

商業・工業・
農業の振興など

問

908 億 4,000 万円
公債費 6,321

コロナ対策

一時受け入れを支援

問 産業振興室（☎828・0751）

消防費 2,884

特定の目的のために
国や府から交付されるお金

家族が感染の高齢者ら

事業者誘致

一般会計予算の内訳
歳

そのほかの事業

59億7,200万円（6.9％扌）
129億1,600万円（1.7％➡）

特別養護老人ホームなどの従業員に、２週間に一度の定期的
なPCR検査を実施。重症化リスクの高い高齢者の感染拡大の防
止を図ります。

濃厚接触者に
配食・買い物支援サービス
PCR検査結果待ちの人や濃厚接触者として自
宅で健康観察をする人が、外出することなく生
活を行えるように、３食を無料で自宅に届けま
す。買い物代行サービスも実施。

自宅でPCR検査
「デリバリー型PCR検査」
市独自のPCR外来で受検する、交通手段の
確保が困難な市民に対して、自宅に検体容器
を配布し、採取した検体を市が自宅まで回収
しに行きます。

広報ねやがわ
令和３年５月号
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ト ピ ック ス

大切なお知らせ

シティ・ステーションでマイナンバーカードの
02 申請補助を開始 問 市民サービス部戸籍・住基担当（☎824・9188）

トピックス

シティ・ステーションで、顔写真の撮影などのマイナンバーカード申請を補助します。

日

時

場

所

月曜日～金曜日の
午前９時～午後５時（祝日を除く）
◦ねやがわシティ・ステーション
◦香里園シティ・ステーション
◦萱島シティ・ステーション
◦西シティ・ステーション
◦東シティ・ステーション

※市 に住民登録している人が来てくださ
い。15歳未満又は成年被後見人が手続
きをするときは、法定代理人が同行して
ください。

トピックス

03

妊娠期からのサポートをもっと手厚く
問

子育て支援課
（☎838・0374）

妊娠期から切れ目のない支援を手厚く行い、ママの不安を解消します。
２回→４回に!

妊娠期からの地域の助産師「MYCITY助産師」

育児相談の LINE 予約
市公式LINEアカウントで相談な

による家庭訪問回数を２回から４回（多胎児家庭は

どの予約ができます。下のQRコー

ことに気をつけたらいいの？」「赤ちゃんとの生活

の配信を「希望する」にチェック

７回）に拡充します。「安産に向け、妊娠中どんな

ドから友だち登録し、子育て情報

に向けて、家族

してください。

でどんな準備が
必要なの？」な

私たちに相談して
ください！

◦窓口相談

５月中
スタート!

ど、妊娠中の困

◦「 MYCITY助産師」の家庭
訪問

してください。

◦オンライン育児相談

り事を気軽に相談

貸借対照表
資産の部

市が保有している財産

市が住民サービスを提供するために、
どれだけの資産を保有し、
その資産がどのような財源で賄われているかを一覧で表したものです
令和元年度
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郵送又は電話で子育て支援課（〒572―
8533池田西町28番22号☎838・0374）

広報ねやがわ
令和３年５月号

平成
前年度比
30 年度

負債の部

2,078.7 2,071.5

136.2

資産合計

106.5

2,214.9 2,178.0

+7.2

+29.7

+36.9

（単位：億円△はマイナス）

流動負債
翌年度に返済予定の
借入金
（市債）
など

純資産の部

636.1

638.9

△2.8

64.6

65.6

△1.0

700.6

704.4

△3.8

令和元年度

これまでの世代の負担

平成
前年度比
30 年度

平成
前年度比
30 年度

純資産

1,514.2 1,473.6

+40.7

負債及び純資産合計

2,214.9 2,178.0

+36.9

※数値は表示単位未満を四捨五入しているため、各項目の数値と合計額などが合わない場合があります。

Ｑ家計に例えると？

Ａ．
分かりやすく家計に置き換えてみ
ると以下のとおりです。資産の部
は土地や住宅、現金などの資産を
表し、負債の部は、その資産を手
に入れるための借金を、純資産は
資産を手に入れるために既に支
払った自己資金を表します。

貸借対照表を家計に例えると
資産の部

土地・住宅・現金・
自動車・株式・家具
など

負債の部

住宅ローン・
自動車ローン
など

資産の購入に
充てた自己資金

市公式LINEアカウント

財政課（☎825・2041）

令和元年度

将来世代の負担
固定負債
借入金
（市債）
など

純資産の部

申込

問

市の財政状況（資産・負債など）を正確に把握し、効率的な財政運営などに役立てるため、民間
企業の会計手法などを取り入れた国の示す「統一的な基準」による財務書類を作成しました。

流動資産
現金預金、未収金、
財政調整基金など

証など１点）

助産師による家庭訪問

財務書類を作成

負債合計

◦ＱＲコード付きの申請書
◦本 人確認書類 （運転免許証・保険

助産師の家庭訪問と育児相談

01

令和元年度

固定資産
市役所・学校などの
公共施設や道路・公
園などのインフラ施設
など

※堀溝サービス窓口では実施していません。

必要な
もの

トピックス

将来世代の負担（負債）はど
照表はどうなっているの？
Ｑ市民一人当たりの貸借対
Ｑれくらい
？

Ａ．令 和２年３月31日時点の人口
（231,189人）で以下のとおり
です。

資産
95万8,000円

負債
30万3,000円
純資産
65万5,000円

Ｑ固定資産が増えたのはなぜ？

Ａ．
都 市計画道路対馬江大利線の整
備に向けた用地取得などを行った
ためです。

Ｑ流動資産が増えたのはなぜ？

Ａ．
将 来世代の負担軽減のために基
金を積み立てたためです。

Ａ．
市 民一人当たり30万3,000円
で、資産の約３分の１に当たりま
す。残りの３分の２はこれまでの世
代の負担
（純資産）
です。

Ｑ負債が減少したのはなぜ？

Ａ．
将来世代の負担軽減のため、市債
の発行を抑制するとともに、借換
債の発行を抑制し一括返済を行っ
たためです。

Ｑ市の公共施設やインフラの老
朽化は？
Ａ．
耐用年数に対して約6割の年数が
経過しており、老朽化が進んでい
ます。今後、計画的な修繕や更新
が必要です。

広報ねやがわ
令和３年５月号

16

インフォメーション

令和３年 
経済センサス ―活動調査
６月１日現在で全ての事業所・企
業を対象に調査を行います。５月下
旬に調査員が訪問し、調査票を配布
しますので調査への協力をお願いし
ます（インターネットでの回答をお

申し込みはいずれも当日直
接。

男女共同参画審議会

安全・安心

◦市役所１階総合案内で
「個人向け・事業者向け支援一

続

市総合教育会議

き

▽日時 ５月 日（月）午後３
時
▽場所 市役所議会棟５階第二
委員会室
問 教育政策総務課
（☎８１３・
００７０）

環境保全審議会

健康・福祉

▽日時 ５月 日（月）午前 時
▽場所 市役所議会棟４階第一
委員会室
問 環境総務課（☎８２１・４
０５５）

税・保険・年金

人

戦傷病者などが４月１日時点で増
加恩給などを受け、第５款症以上の
障害の状態にあることなどが支給条

戦傷病者などの妻に対する 
特別給付金

手

すすめしています）
。
調査の結果は、国や地方公共団体
における行政施策の立案や民間企業
における経営計画の策定など、社会
経済の発展を支える基礎資料として
広く活用されます。調査内容は、法
律により統計以外の目的に使用する
ことは固く禁じられています。
問 総務課統計担当（☎８２４・１
１８１）

りますので、事前に担当課などに確認してください。

を把握し、今後の市政運営の参考と
するため行った「第五次総合計画後
期基本計画達成状況調査」の結果が
まとまりました。協力ありがとうご
ざいました。
調査結果報告書は、市民情報コー
ナー、各シティ・ステーション、市
立中央図書館臨時図書室、東・駅前
図書館又は市ホームページ「企画一
課」で見ることができます。
問 企画一課（☎８２５・２０１６）

◦広報誌に掲載されているイベントや講座などは、感染防止対策を講じた上で実

▽日時 ５月 日（火）午前
時
▽場所 市役所議会棟５階第二
委員会室
▽定員 ５人（先着順）
問 人権・男女共同参画課（☎
８２５・２１６８）

市からのお知らせ

インフォメーション

日曜日、
祝日のときは、
翌平日）
から可能です

※イベントなどの申し込みについて申込開始日

の記 載 がないものは、原 則 、
１日
（１日 が 土・

（公共機関・団体、市民情報ひろばは除く）
。

市からの
お知らせ
市民公益活動災害補償制度
市民活動を安心して行ってもらう
ため、公益活動中に起きた事故によ
るけがなどの傷害や賠償責任を負っ
たときに、市が契約した保険で補償
します。事故などが発生したときは
市へ報告してください。
▽対象 市民５人以上の団体によ
る、自主的で営利を目的としない、
日帰りで行う市民公益活動（地域社
会活動、青少年健全育成活動、社会
福祉・社会奉仕活動など）
※市への事前登録は不要です。
問 各団体の担当課又は市民活動振
興室（☎８２５・２１２０）

断的に積極的に進めるため、４月に
「子育て・教育総合支援本部」と「市
民サービス・働き方改革本部」を設
置しました。
∧子育て・教育総合支援本部∨
子育てや就学前の教育などを担当
する部門で組織します。子育てと教
育の支援についての施策を総合的・
計画的に推進します。
∧市民サービス・働き方改革本部∨
企画及び人事を担当する部門で組
織します。市民サービス改革と職員
の働き方改革についての課題などに
取り組みます。
※両本部のほか、市では２軸化事業
本部を設置し、
京阪沿線の「京阪軸」
と学研都市線の「学研都市軸」のま
ちづくりを進めています。
問 総務課（☎８２５・２１９５）

ＮＰＯ支援寄付金の募集
「ふるさと納税」で市内のＮＰＯ
法人などを応援することができま
す。寄付者は税制上の優遇措置を受
けることができます。
※①ふるさと寄付金記念品贈呈の対
象外です②詳しくは市ホームページ
「市民活動振興室」を見てください。
問 市民活動振興室（☎８２５・２
１２０ )

第五次総合計画後期基本計画
達成状況調査の結果

政

二つの本部を設置

平成 年度～令和２年度の５年間
を計画期間とする第五次総合計画後
期基本計画に基づく施策の達成状況

市

市の重要課題である「子育てと教
育の総合支援」及び「市民サービス
改革と職員の働き方改革」を部局横

アウトドア・
スポーツ

文化・交流

公共機関・団体
市民情報ひろば


新型コロナウイルス感染症の影響
が長期化する中で、低所得のひとり
親世帯に生活の支援を行うために支
給します。
▽対象
歳に達する日以後の最初
の３月 日までの児童（障害のある
児童は 歳未満）を養育しているひ
とり親のうち①令和３年４月分の児
童扶養手当を受給した人②公的年金
などを受けていることにより児童扶
養手当の支給が受けられない人③新
型コロナウイルス感染症の影響を受
けて家計が急変するなど、収入が児

低所得の子育て世帯生活支援
特別給付金（ひとり親世帯）



件です。
▽給付額 戦傷病者などの障害の程度
や受給権取得時期によって異なります
※対象者には国から請求書などが送
付されます。
申込・問 令和６年４月１日（月）
までに直接窓口又は郵送で福祉総務
課（〒 ―８５６６池田西町 番５
号、☎８３８・０１７１）

障害基礎年金受給者に対する
児童扶養手当制度の見直し



了後に給付金を支給します。
▽給付額 雇用保険受給①無資格者
…費用の６割（上限あり）②有資格
者…一般教育訓練給付
（費用の２割、
上限あり）の受給者に対して、費用
の６割（上限あり）との差額
∧高等職業訓練促進給付金∨
看護師などの資格を取得するため
に、６か月以上養成機関などで修学
する人に修学期間中（最長 か月）
、
給付金を支給します。
▽給付額 ①市民税非課税世帯…月
額 万円②課税世帯…７万５００円
※①最後の１年間は月額４万円増額
します②修了したときは、修了支援
給付金∧市民税非課税世帯（ ５万
円）
・課税世帯（２万５０００円）∨
を支給します。
申請・問 直接、
こどもを守る課（☎
８３８・０１５５）
ひとり親の障害基礎年金受給者
は、障害基礎年金の額が児童扶養手
当の額を上回る場合、児童扶養手当
の支給が停止されていましたが、３
月分から、児童扶養手当の額が障害
基礎年金の子の加算部分の額を上回
るとき、その差額を児童扶養手当と
して受給できるようになります。
※①児童扶養手当には支給要件があ
ります②３月１日時点で支給要件を
満たしている人は、６月 日（水）
までに申請すれば３月分の手当から
受給できます③既に児童扶養手当受
給資格者の認定を受けている人は、
手続き不要です。
申請・問 電話で、こどもを守る課
（☎８１２・２２１０）

母子家庭等自立支援給付金

子育て・教育

ひとり親家庭の母又は父の就業を
支援するために行っています。
∧自立支援教育訓練給付金∨
教育訓練給付（雇用保険制度）の
指定講座などを受講する人に講座修
権
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市ホームページでも
公開しています

さい。

18
広報ねやがわ
令和３年５月号
広報ねやがわ
令和３年５月号

19

10

572

施します。今後の感染拡大状況によっては、中止又は内容が変更となる場合があ
10

※広報ねやがわに掲載している情報は、４月16日時点です。
10

◦電話での予約や郵送など、非接触での各種手続きなどに、協力をお願いします。
11

覧」
を配布しています。ご利用のときはお声掛けくだ
24

31

新型コロナウイルス感染拡大防止のために
委員会など

インフォメーション

童扶養手当を受けられる水準となっ
ている人
▽支給額 児童一人当たり５万円
※①は申請不要∧５月 日（火）振
込予定∨、②③は申請が必要です。
詳しくは市ホームページ「こどもを
守る課」を見てください。
申請・問 ５月６日～令和４年２月
日に申請書（こどもを守る課で配
布又は市ホームページ「こどもを守
る課」からダウンロード）を直接、
こどもを守る課
（☎８１２・２２１６）

く らしの情 報

クーリング・オフ制度がないため、
一方的に解約することはできませ
ん。通信販売会社のホームページに
記載されている条件（解約・返品な
ど）に従うことになります。注文前
に表示をしっかり確認することが大
切です。
※新型コロナウイルス感染拡大防止の
ため、まずは電話で相談してください。
∧特別講座∨
５月 日（火）午後１時 分～３
時、市立池の里市民交流センター多
目的室６、テーマ「キャッシュレス
時代のお金の守り方」
、
市民 人（申
込順）
、受講無料。
申込 ５月６日（木）午前９時から
電話で市立消費生活センター☎８２
８・０４２８）
※
※
問 市立消費生活センター（☎８２
８・０３９７）

食用油の回収
５月 日（金）午後１時～３時、
市立消費生活センター。
※業務用油は回収しません。容器は
持ち帰ってください。
問 「市消費者協会」
・前田（☎８２
２・１９９７）

募集情報
会計年度任用職員を募集
▽職種など ①保育士②留守家庭児
童会での子どもたちの生活指導

ファミリー・サポート・センター

午前10時～正午 安全・事故
保育の心

こどもの世話

てリフレッシュ館２階（☎・ＦＡＸ
８
３９・８８１７ )

提供会員の募集
子どもの短時間預かりや保育所
などへの送迎など、空いた時間に
地域の子育てを支援する会員組織
です。
提供会員養成講習会の日程は左
の表のとおり、リラット３階セミ
ナールーム、市内又は近隣に在住
し、子どもが好きで健康な人。
※①２年以内に全ての講習を受講
する必要があります②講習会は年
２回あります。
◎一時保育を行います∧定員各２
人（申込順、新規の人優先）∨。
申込・問 直接、ファミリー・サ
ポート・センター∧リラット子育

申請・問 申請書を直接窓口又は郵
送で環境総務課（〒 ―０８５５寝
屋南一丁目２番１号市クリーンセン
ター６階☎８２４・０９１１）

ゴーヤの苗を無料配布

アウトドア・
スポーツ

ファミリー・サポート・センター活動例

談

子育て中の人を対象にハローワーク
のスタッフによる就労相談を行います。
▽日時 ５月 日・ 日、いずれも
金曜日午前９時 分～午後１時（１
人 分程度）
▽場所 リラット（市立子育てリフレッ
シュ館）３階ミーティングルーム２
※相談無料
（予約が必要）
、
完全個室、
子ども連れ可。
申込・問 開催日の前々日までに市
公式アプリ「各種予約」又は電話で
市立産業振興センター（☎８２８・
０７５１）

出張マザーズコーナー

相

問 環境総務課（☎８２１・４０５５）

※６月４日（金）
・９日（水）は日時・内容を変更する
ことがあります。

５月は消費者月間 
「＂消費＂で築く新しい日常」
新型コロナウイルス感染症の影響
で私たちの行動様式は大きく変化し
ました。消費者の不安な気持ちにつ
け込む悪質商法や、消費行動の変化
によってトラブルになるケースが発
生しています。
トラブルに巻き込まれないために
は正確な情報収集が大切です。国民
生活センターのホームページで相談
事例やアドバイスなどを掲載してい
ますので活用してください。
∧通信販売にはクーリング・オフ制
度がありません∨
在宅時間が多くなったことや「新
しい生活様式」の推進により、通信
販売の利用が増えています。初めて
インターネット通販を利用する人は
特に注意が必要です。通信販売には

します。申込方法や採用予定職種
など、詳しくは、決定次第、市ホー
ムページ「 人事室 」でお知らせし
ます。
問 人事室（☎８２５・２１９８）

環 境・ま ち づ く り


窓の外側にゴーヤを植え、グリー
ンカーテンを作りませんか。グリー
ン カ ー テンは 建 物 の 室 温 上 昇 を 抑
え、暑い夏に省エネ効果があります。
▽配布日時・場所 左の表のとおり
▽配布数 １人５株まで（なくなり
次第終了。持ち帰り用の袋が必要）
※グリーンカーテンに協力してもら
える市内事業所にも苗を配布しま
す。
詳しくは問い合わせてください。

東コミュニティセンター

ひょうたんなどの苗を
無料配布
５月 日（月）午前 時 分～午
後５時、南寝屋川公園管理棟、ひょ
うたん・おもちゃカボチャ約２００
株（先着順、１人２株まで、種類は
選べません）
。
問 南寝屋川公園管理事務所（☎８
２４・６２６２）



午後２時～３時

６月・７月中のいずれか2時間

ＮＰＯ何でも相談

公共機関・団体
市民情報ひろば

日（水）午後２時～４時、
文化・交流

５月

28

生ごみ処理機購入費用の
一部補助

西南コミュニティセンター
子育て・教育

14

▽勤務日時 ①月～土曜日の午前８
時 分～午後５時（週 時間 分）
②月～金曜日の午後１時 分～６時
分
（長期休暇などの変則勤務あり）
▽時給 ①１２９５円②資格あり
（保育士・教員免許など）…１１７
５円・資格なし…１０９７円
▽手当 ①年間１か月分（６月・
月各０・５か月分）
※在職期間に応じて支給します。詳
しくは問い合わせてください。
※
※
※登録後に面接を行い、採用者を決
定します。
申込 ①履歴書と本人確認書類の写
しを直接窓口又は郵送で人事室（〒
―８５５５本町１番１号）②直接、
青少年課
問 ①保育課（☎８１２・２５５２）
②青少年課（☎８１３・００７５）

午前10時～11時

午前９時30分
救命救急
～午後０時30分
22日（火）
身体の発達と病
午後２時～４時
気

50



権

市役所本庁舎ピロティ
５月22日（土） 午前10時～正午

自然資料施設運営スタッフを
募集

人

西コミュニティセンター

30

購入前に補助金の交付申請をして
ください。
▽対象 市内で継続して使用できる
市内在住の人など
▽補助金額 購入価格（税抜）の２
分の１の額（１台当たりの限度額２
万円）
、１００円未満は切り捨て
▽ 申 請 書 の 配 布 市 ク リ ー ン セン
ター、
市役所本庁総合案内、
各シティ・
ステーション又は市ホームページ「環
境総務課」からダウンロード
※①補助金は１世帯に付き５年間に
１台まで（機器破損による買い替え
は可）②予算額を超えたときは受付
を終了します
健康・福祉

午後２時～３時

25

税・保険・年金

中央図書館臨時図書室内自然体験
学習室での体験活動をサポートする
運営スタッフ（ボランティア）を募
集しています。子どもたちへの自然
体験の提供や工作活動に興味がある
人はぜひ応募してください。
申込・問 直接窓口又は電話で市自
然資料施設運営スタッフの会（市立
中央図書館臨時図書室内☎８３９ ･
６８８２）

市職員を募集

安全・安心

東北コミュニティセンター

20
広報ねやがわ
令和３年５月号
広報ねやがわ
令和３年５月号

21

午前10時～11時

５月21日（金）

南コミュニティセンター

午後１時～３時

19

572

午後２時～３時

５月20日（木）

西北コミュニティセンター

ゴーヤのグリーンカーテン

日 時
内 容
午前９時30分
活動を円滑にすす
～午後０時30分 めるために
６月４日（金）
午後１時30分
こどもの遊び
～３時30分
午前９時30分
こどもの栄養と食
～午後０時30分 生活
９日（水）
午後１時30分 小児看護の基礎
～２時30分 知識
心 の 発 達とその
午前10時～正午
問題①
15日（火）
心 の 発 達とその
午後１時～３時
問題②
午前10時～11時

５月19日（水）

18日（金）

40

提供会員養成講習会
所
場
時
日

12

20

30

30

令和３年度職員採用試験を実施
市からのお知らせ

ゴーヤの苗の配布

9

11

37

30

28

10

28

45

30

572

インフォメーション

から直接窓口又は電話で市立市民活
動センター（☎８１２・１１１６）

安全・安心
災

文化・交流

公共機関・団体
市民情報ひろば

22
広報ねやがわ
令和３年５月号

オンライン相談

防
５月は宅地防災月間

６月１日（火）

宅地災害が起きると家屋や家財、
時には人命にも被害を及ぼすこと
があります。宅地災害を防止するた
めに自宅の周辺を点検し、石垣や
よう壁に亀裂などが入ったり、割
れ目から地下水が染み出たりして
いないか、排水のための溝に泥な
どが詰まっていないかなどを確認
し、早急に適切な処置をしておき
ましょう。
問 府審査指導課（☎ ・６２１０・
９７２２）又は市審査指導課（☎８
２５・２７９８）

６月７日（月）



市民税・府民税税額決定・納税
通知書（年金特別徴収）

枚方寝屋川消防組合からの
お知らせ

市民税・府民税の税額決定・納税通知書

○軽自動車税
○国民健康保険料
∧納付方法∨
〇納付書…取扱金融機関に加えコン
ビニエンスストアでも納付可
〇口座振替…納期限日に自動で口座
から引き落として納付する便利で安
全な方法（取扱金融機関の窓口で手
続きが必要です。一部金融機関は市
役所などでキャッシュカードによる
手続きが可能）
〇ラインペイ…スマートフォンの「ＬＩ
ＮＥ」アプリを利用して納付書のバー
コードを読み取り納付する方法です

６月１日（火）

∧普通救命講習会∨
５月 日（土）午後１時～４時、
寝屋川消防署、ＡＥＤの使用方法や
心肺蘇生法などの知識と技術を習
得、寝屋川市・枚方市に在住・在職・
在学の人 人（先着順）
、受講無料。
申込・問 ５月 日～ 日の午前９
時～午後５時に電話で寝屋川消防署
警備課（☎８５２・９９６６）
∧甲種防火管理新規講習∨
６月 日（水）午前 時～午後４

送日などは下の表のとおりです。徴
収方法が給与特別徴収のみの人は、
５月 日（火）から課税（所得）証
明書を交付します。
※①証明書コンビニ交付サービスで
の交付は、徴収方法によらず６月１
日
（火）
から開始です②３月 日
（火）
以降に所得税及び復興特別所得税の
確定申告や市・府民税の申告をした
ときは、通知書又は課税（所得）証
明書に申告内容が反映されていない
可能性があります。
問 市民サービス部市民税担当（☎
８１３・１１１４）

市税などの便利な納付方法

アウトドア・
スポーツ

多様な納付方法を用意していま
す。便利な納付方法を利用してくだ
さい。
∧納付できる市税など∨
○市民税・府民税（普通徴収）
○固定資産税・都市計画税

子育て・教育

６月１日（火）

06

21

10

市立市民活動センター、ＮＰＯ法人の
設立手続きや会計処理、団体運営のア
ドバイスなど、定員４団体（申込順）
。
申込・問 ５月 日（金）までに直
接窓口又は電話で市立市民活動セン
ター（☎８１２・１１１６）



権

市民税・府民税税額決定・納税
通知書（普通徴収）

18

29

15

16

内容などは左の表のとおりです。
子育てや市税の納付などの相談を、
市役所に行かなくてもできます。詳
しくは市ホームページ「情報化推進
課」を見てください。
※相談内容については、各担当課に
問い合わせてください。
問 情報化推進課（☎８２５・２１
１４）

か所に設置している屋外拡声スピー
カーから放送します。
▽日時 ５月 日（ 水 ）午前 時
頃
※災害などが発生したときは行いま
せん。
問 防災課（☎８２５・２１９４）

税・保険・
年金
産前産後期間の 
国民年金保険料が免除されます
▽免除期間 出産予定日又は出産日
が属する月の前月から４か月間（多
胎妊娠のときは、出産予定日又は出
産日が属する月の３か月前から６か
月間）
※出産とは、妊娠 日（４か月）以
上の出産をいいます（死産・流産・
早産を含みます）
。
▽対象者 国民年金第１号被保険者で
出産日が平成 年２月１日以降の人
届出 直接、市民サービス部戸籍・
住基担当
問 枚方年金事務所（☎８４６・５
０１１又は市民サービス部戸籍・住
基担当（☎８１３・１２１１）

税のお知 らせ
市民税・府民税の納税通知書を
送付します
市民税・府民税の納税通知書の発
人

課税（所得）証明書交
付開始日

青少年課
（☎813・0075）

健康・福祉

発送日

青少年の友人関係やひきこも
り、就労などについての相談

税・保険・年金

納税通知書の種類

総合教育研修センター
（☎822・2126）

パソコントラブル相談

安全・安心

緊急情報の周知に活用する全国瞬
時警報システム
（Ｊアラート）
を使っ
た自動放送訓練を行います。市内
市からのお知らせ

16

幼小中学校園の教育などについ
ての相談

85

18

産業振興室
（☎828・0751）
電話予約
経営についての相談

11

（☎838・0374）

５月 日（火）午後２時〜４時、
市立市民活動センター、パソコン機器
の故障・トラブル、
定員 人（申込順）
、
パソコンを持って来てください。
申込・問 ５月 日（月）午前 時

時 分・ 日（木）午前 時～午後
５時、いずれも枚方寝屋川消防組合
消防本部、寝屋川市・枚方市に在住
又は在職の人で防火管理の資格を必
要とし、適切に業務を遂行できる人
人
（申込順）
、
受講料４０００円
（テ
キスト代など、初日に納付）
。
申込・問 ５月 日～ 日の午前９
時～５時 分に枚方寝屋川消防組合
ホームページの応募フォーム又は申
込書（ 枚方寝屋川消防組合ホーム
ページからダウンロードできます）
に必要事項を記入し、直接又はＦＡ
Ｘで枚方寝屋川消防組合予防指導課
（☎８５２・９９１２、ＦＡＸ
８００・
３０００）
※
※
※①詳しくは枚方寝屋川消防組合
ホームページを見てください②車で
の来場は控えてください。

５月 日（水） 
全国一斉情報伝達訓練

災害発生時の新型コロナウイルス
感染症対策として、避難所で活用す
る消毒液などの衛生管理用品や防災
用ベッドなどを購入するとともに、
各避難所に配備しきれない衛生管理
用品などの備蓄物資を保管するため、
防災備蓄センターを設置しました。
問 防災課（☎８２５・２１９４）

防災備蓄センターを設置

28

談

19

障害についての相談（障害手帳の
障害福祉課
申請、日常生活用具などに関する
市 公 式 ア プ リ （☎838・0382）
相談）
「もっと寝屋川」
妊娠期からの子育てについての相 ※電話予約も可 子育て支援課

52

広報ねやがわ
令和３年５月号

23

15

19

31

高齢介護室
（☎838・0372）

10

在宅介護についての総合相談

10

14

17

市民サービス部医療助成
担当
（☎812・2363）

24

子ども医療費、ひとり親家庭医
療費などの助成制度についての
相談

10

市民サービス部各担当
（☎824・1181）

25

担当課
主な内容
予約方法
婚姻、死亡、転入・転出、国民健
康保険、後期高齢者医療保険、 市公式LINE
市税などについての手続き・相 ※電話予約も可
談

17

オンライン相談

30

50

インフォメーション

〇クレジットカード…パソコンなど
で市のホームページにアクセスし、
専用サイトで納付番号やクレジット
カード情報などを入力して納付する
方法です（手数料がかかります）
〇ペイジー…ペイジー対応のＡＴＭ
で納付する方法とパソコンなどから
インターネットバンキングを利用し
て納付する方法があります
※納期限が過ぎたものは利用できま
せん。納税証明書が早急に必要なと
きは、市役所や金融機関、コンビニ
で支払った領収書を持って来てくだ
さい。詳しくは市ホームページ「市
民サービス部徴収・納付担当」を見
てください。
問 市民サービス部徴収・納付担当
（☎８１３・１１３６）

各 種 保 険・医 療 制 度

度末まで
▽必要書類 雇用保険受給資格者
証・本人確認書類・認め印
問 市民サービス部国民健康保険担
当（☎８１３・１１８２）

令和３年度 
後期高齢者医療保険料
∧保険料の納入∨
７月に令和３年度の後期高齢者医
療保険料額の決定通知書及び納入通
知書を送付します。

問 日赤寝屋川市地区（市市民活動
振興室内☎８２５・２１２０）

運転協力者認定講習会

人

∧保険料の軽減措置∨
▽均等割額の軽減 世帯の所得水準
に応じて保険料の均等割額が軽減さ
れますが、これまで７・ 割と７割
だった軽減を段階的に見直し、令和
３年度は７割の軽減です（左の表の
とおり）
。
※詳しくは問い合わせてください。
問 府後期高齢者医療広域連合資格
管理課（☎ ・４７９０・２０２８）
又は市市民サービス部後期高齢者医
療担当（☎８１３・１１９０）
06

生まれの人。
∧１歳６か月児健康診査∨
令和元年８月 日～９月５日生ま
れの人。
∧３歳６か月児健康診査∨
平成 年８月 日～９月 日生ま
れの人。
∧歯の親子教室∨
平成 年９月 日～ 月 日生ま
れの人。
問 子育て支援課（☎８３８・０３
７４）

母子保健事業
日時などは下の表のとおりです。
申込・問 子育て支援課∧☎８３８・
０３７４∨

日本脳炎予防接種の 
特例対象者

子育て・教育

アウトドア・
スポーツ

日本脳炎予防接種の積極的勧奨を
差し控えていた期間（平成 年度～
年度）に接種対象だった人は、接
種の機会が拡大されています。計４
回接種していない人は、不足分を定
められた期間に定期予防接種として
接種できます。
※１期の接種が完了していない人
は、１期の不足分から接種してくだ
さい。
∧対象者①…平成 年４月１日以前
生まれで 歳未満の人∨
○１回目・２回目（１期初回接種）
…１回目接種後６日以上の間隔をお
いて２回目を接種
○３回目（１期追加接種）…２回目
権

～５月31日（月）までに納めましょう～

納期限のお知らせ

非自発的失業者の 
国民健康保険料の軽減
倒産やリストラなどで失業した人
（非自発的失業者）の国民健康保険
料を軽減することができます。
▽対象 離職日に 歳未満の人で雇
用保険の特定受給資格者又は特定理
由離職者のうち、離職理由コードが
次のいずれかの人
〇特定受給資格者… ・ ・ ・
・ ・
〇特定理由離職者… ・ ・
▽軽減の期間 離職日翌日の属する
月から、その月の属する年度の翌年

健康・福祉
外出が困難な高齢者や障害のある
人をリフト付き車両で送迎する運転
ボランティアを養成します。
▽日程・内容 ①６月２日（水）午
前 時～午後 時 分、関係法令の
講義など②４日（金）午前 時～午
後 時、福祉自動車の特性について
の演習など（ 日とも受講が必要）
▽場所 市立保健福祉センター 階
会議室 ・ ほか
▽対象 第 種免許を持ち、日ごろ
車を運転している 歳までの人 人
（申込順）
▽参加費 無料（次のいずれかに該
当する人は 万１５００円が必要①
介護保険関係・障害者関係の事業所
などに登録・勤務している②講座修
了後に本会が行っている移送サービ
ス・外出援助サービスのボランティ
ア活動に参加できない）
申込・問 電話で社会福祉協議会
（☎
８３８・０４００）

母子保健
乳幼児健康診査

健康・福祉

対象者には個別通知を送付してい
ます。まだ届いていない人は、連絡
してください。
∧４か月児健康診査∨
令和２年 月 日～３年１月 日
税・保険・年金

17

５月 日
（水）
は 
民生委員・児童委員の日
民生委員・児童委員は、法律に基
づき、国から委嘱を受け、生活に関
する困り事の相談や支援を行ってい
ます。市内には３２６人います（４
月１日時点）
。
∧相談してください∨
高齢者の介護、健康・医療、子育
てなどに関する相談に乗っていま
す。不登校・ひきこもりなど、児童
に関する相談や支援を専門的に行う
主任児童委員もいます。
∧秘密は守ります∨
相談内容の個人情報やプライバ
シーの保護に配慮して活動を行って
います。
問 福祉総務課（☎８３８・０１７
１）

日赤活動資金募集運動

安全・安心

10

21

75

19

25

14

30

21

12

34

11

33

65

23

日本赤十字社は、災害救護活動・
医療・献血事業・講習会などの幅広
い事業を行っています。活動を展開
するための財源は、皆さんからの活
動資金や募金によって支えられてい
ます。
※新型コロナウイルスの感染対策を
講じて赤十字奉仕団分団長（自治会
長）や地域役員が訪問します。理解
と協力をお願いします。
市からのお知らせ

【基礎控除額（43万円）＋52万円×（被保険
者数）＋10万円×（給与所得者など※①の数－
１）】を超えないとき

29

32

……………………………………………全期・第1期

………………………………………… 令和３年度分
★保育所保育料（保育課）………………… 5月分

★留守家庭児童会保育料（青少年課）………… 5月分
子 育てについて、保 月～金 曜日（ 祝日除
直接窓口又は
健師などが相談に応 く）
市内在住の人
電話
じます。電話での相談 午前９時
～午後５時30分
も受け付けています。

＜口座振替が便利です＞
公共機関・団体
市民情報ひろば

接種後６か月以上を経過した時期に
１回接種
○４回目（２期）…３回目接種後、
６日以上の間隔をあけて９歳以降に
回接種
∧対象者②…平成 年４月２日～
年 月１日生まれの人∨
９歳～ 歳誕生日前日までに、不
足分を定期予防接種として無料で接
文化・交流

24
広報ねやがわ
令和３年５月号
広報ねやがわ
令和３年５月号

25

※いずれも市立保健福祉センター、申込順、参加無料です。

21

43,288円

5

納期限に自動で口座から引き落として納めることができます。申し込みは、指定金融機関などでの手続きと
各窓口やシティ・ステーションなどで手続きできます。納め忘れがなくなりますので利用してください。手続き
方法など詳しくは、各課へ問い合わせてください。

★軽自動車税（種別割、徴収・納付担当）

育児相談

★固定資産税・都市計画税（徴収・納付担当）

20

４か月～７か月
離乳食の進め方につ ６月11日
（金）
開催日の前日ま
の子どもと保
いての実演と指導
午後１時30分～３時
でに電話
護者10組
離乳食
講習会

13

２割

10

※①次のいずれかを満たす人㋐給与などの収入金額が55万円を超える人㋑65歳
未満かつ公的年金などの収入金額が60万円を超える人㋒65歳以上かつ公的年
金などの収入金額が125万円を超える人②基礎控除額などの数値は、今後の税
法改正などによって変動することがあります③軽減判定するときの総所得金
額などには、専従者控除、譲渡所得の特別控除に係る部分の税法上の規定は
適用されません④当分の間、年金収入につき公的年金等控除を受けた65歳以
上の人は、公的年金などの所得金額から15万円を控除して軽減判定します⑤
世帯主が被保険者でない場合でも、その世帯主の所得は軽減判定の対象所得
に含まれます。

19

込

【基礎控除額（43万円）＋28万５,000円×（被
保険者数）＋10万円×（給与所得者など※①の
数－１）】を超えないとき

30

20

申

27,055円

21

象

５割

30

75

対

【基礎控除額（43万円）＋10万円×（給与所得
者など※①の数－１）】を超えないとき

20

時

16,233円

5

2

1 2

1

日

７割

15

容

所得の判定区分（同一世帯内の被保険者と
世帯主の総所得金額等の合計額）

12

内

軽減後の均等割額
（年額）

12

母子保健事業

1

10

軽減
割合

1

31

12

均等割額の軽減

10

1

22

インフォメーション

▶支給額
人

単身世帯…３万９０００円、
２人世帯…４万７０００円、
３人～
５人世帯５万１０００円を上限とした収入に応じた額

場

所

枚方市禁野本町二丁目13番13号（枚方市
保健センター４階）
☎840・7555

※受診には、健康保険証・医療証などが必要です。

11
30

27

広報ねやがわ
令和３年５月号

10

70

70

11
40

45
50

12
26

障害者歯科診療
毎週木曜日午後１時～５時・
第１・３火曜日午後１時～４時
※祝日・年末年始を除く、
予約が必要。
毎週木曜日午前９時～正午

予約受付 （祝日・年末年始を除く）

☎838・1638

40

55

11

診療日時

35

参加費１回５００円。
申込・問 直接窓口又は電話で市立
西高齢者福祉センター（☎８３８・
１４４１）

19

65

風しん抗体検査

５
件、
指導・指示件数12件など ）
（このうち不正受給認定件数

10

60

５月 日・ 日、いずれも水曜日
午前 時～ 時 分、市保健所、次
のいずれかに該当する市民①妊娠を
希望する女性②妊娠を希望する女性
の配偶者③妊娠している女性の配偶
者（検査や風しんワクチンを受けた
ことがある人を除く）
、検査無料。
※結果は郵送します。
申込・問 前日までに電話で保健予
防課（☎８２９・７７７３）

39件

10

30

ＨＩＶ検査（血液検査）

令和２年度のホットラインへの相談件数

30

学前の子ども３人（申込順）∨。
申込・問 直接窓口又は電話で健康
づくり推進課（☎８１２・２００２）

公共機関・団体
市民情報ひろば

困っている方への相談とともに、不正受給に対しては、皆さんの税金であることを踏まえて、保護
費の返還や保護の停止・廃止などの処分を行うとともに、悪質な場合には、警察と連携し刑事告訴を
行っています。

11

19

自分で健康プロデュース

生活に困っているけど自分で相談に行けない方がいるといった情報や、生活保護を受けているが
市に隠れて働いている、届けている場所に住んでいないなどの不正受給の情報を提供してください。

10

30

～適塩生活、始めませんか～

生活保護ホットライン ☎８３８・２０７４

30

高塩分になる食事の特徴を管理栄
養士、
保健師と一緒に考えましょう。
６月８日・７月６日・８月 日、
いずれも火曜日午前 時～ 時 分
（計３回）
、市立保健福祉センター４
階健康指導室（６月・７月）
・５階
会議室１・２（８月）
、市民 人（申
込が多いときは抽選）
、参加無料。
※受付で検温など体調確認を行いま
すので、早めに来てください。
◎一時保育を行います∧６か月～就
学前の子ども３人（ 事前申込が必

文化・交流

生活保護は、憲法25条に基づく国民の権利です。収入が減った、病気で医療費が払えないなど生活に
困っているときは、気軽に相談してください。まずは電話でも構いません。一緒に考えましょう
（所得や資産
に上限があります）
。
申込・問 保護課
（☎８３８・０３４７）

24

５月 日（水）午前９時 分～
時 分、市保健所、検査無料。
※匿名、梅毒クラミジア検査も併せ
て受けることができます。結果説明
は１週間後です。
申込・問 前日までに電話で保健予
防課（☎８２９・７７７３）

アウトドア・
スポーツ

生活保護

21

～骨からキレイになる講座～

制度についての申込・問…保護課
（☎８３８・０３４７）、相談・申請…市社会福祉協議会
（☎８１２・２０４０）
※家計改善支援の相談は保護課
（☎８３８・０３４７）

20

骨粗しょう症予防教室

子育て・教育

家計簿の付け方や債務整理など家計の問題について一緒に考え、
生活の再生についての相談に応じます。

５月 日（金）午前 時～ 時
分（受付は午前９時 分から）
、市
立保健福祉センター５階会議室１・
２、 歳以上の女性 人（申込順）
、
参加無料。
※受付で検温などの体調確認を行い
ますので、早めに来てください。
◎一時保育を行います∧６か月～就

権

5 家計改善支援

社会との関わりへの不安や、生活リズムなどいろいろな理由により
就業の準備が整わない人に、就労体験や模擬面接などの必要な訓
練や支援を行います。

30

40

※６人以上の世帯については問い合わせてください。

4 就労準備支援

45

20

毎日午後９時～翌日午前６時
診療日時 （受付は午後８時30分
～翌日午前５時30分）

歳・ 歳・ 歳・ 歳・ 歳・ 歳・
歳・ 歳・ 歳の市民
▽診査内容 口腔（こうくう）内診
査（むし歯や歯周病など）
・歯面清
掃など
▽費用 １０００円（ 歳の人は無
料）
※受診方法など、詳しくは受診券を
見てください。
問 健康づくり推進課（☎８１２・
２００２）

3 住居確保給付金

離職、収入の減少などにより住居を失った人や失う恐れが高い人に
一定期間、家賃を支給します
（所得制限、家賃の上限あり、再支給も
あります）
。

11

診療科目 小児科（中学校３年生まで）

種できます。平成 年３月 日以前
に１回でも接種したことのある人は
接種方法が変わります。子育て支援
課に相談してください。
※①妊娠している人又は可能性のあ
る人は接種できません②接種に保護
者が同伴できない 歳以上の人は相
談してください。
問 子育て支援課（☎８３８・０３
７４）

健康・福祉

2 一時生活支援

住居がない人に就労や住居の確保など今後の生活の支援を行い、
その間の宿泊場所を提供します
（所得・資産の制限あり）
。

30

北河内夜間救急センター

22

13

31

健康増進教室

1 自立相談支援

複合的な問題などについて相談に応じ、必要な情報提供及び助言
や必要な内容を記載した計画を作成し、一緒に自立に向けて取り組
みます。

31

∧水泳教室∨
第１・３・５土曜日の午前９時
分～ 時 分、市立保健福祉セン
ター６階温水プール、市内在住の
歳以上の人 人、水泳や水中歩行、

税・保険・年金

生活困窮者自立支援制度

診療科目 内科・小児科（中学校３年生まで）・歯科
日曜日・祝日
診 療 日
年末年始（12月30日～１月４日）
内科・ 午前10時から
小児科・（受付は午前９時30分～11時30分）
診療時間 歯科 午後１時から
（受付は午後０時30分～４時30分）
（受付）
小児科 午後６時から
（受付は午後５時30分～８時30分）
場
所 保健福祉センター１階診療所☎828・3931
※受診には、健康保険証・医療証などが必要です。

健 康 づくり

新型コロナウイルスの影響などで経済的に困っている場合は、早めに相談してください。あなたの
状況を丁寧に聞いて、必要な情報の提供や支援を行います。

休 日 診 療

成人歯科健康診査

安全・安心

ためらわずに
ご 相 談くだ さい

対象者には、４月末に成人歯科健
康診査受診券を送付しました。
▽対象 令和４年３月 日時点で

市からのお知らせ

生活に困っている人へ

℻812・2116

対

象

市内在住の障害のある人で、地域の
歯科診療所で治療が困難な人

場

所

保健福祉センター１階診療所

※受診には、健康保険証・医療証などが必要です。
広報ねやがわ
令和３年５月号

26

インフォメーション

要）∨。
申込・問 ５月 日（火）までに直
接窓口又は電話で健康づくり推進課
（☎８１２・２００２）
接窓口又は電話で健康づくり推進課
（☎８１２・２００２）

高齢者福祉
男性介護者の交流会
５月 日（土）午後１時～３時、
市立保健福祉センター４階セミナー
室、介護経験のある男性が相談した
いことや介護のヒントなどを気軽に
話し合います、参加無料。
申込 当日直接
問 高齢介護室（☎８３８・０３７
２）

元気アップ体操
サポーター養成講座
６月１日～７月 日の毎週火曜日
午後２時～４時（計８回、受付・健
康チェックは午後１時 分から ）
、
市立保健福祉センター４階健康指導
室など、地域の公民館などで介護予
防体操「元気アップ体操」のサポー
ターとして活動する意思のある、お
おむね 歳以上の市民 人（ 申込
順）
、参加無料。
申込・問 ５月６日（木）から直接
窓口又は電話で高齢介護室（☎８３
８・０３７２）

今日から始めよう
認知症予防講座
６月 日（金）午前 時～ 時
分、市立保健福祉センター５階会議
室１・２、作業療法士による認知症
予防についての講話や日常の生活の
中でできる予防法の体験、 歳以上
の市民 人（申し込みが多いときは
抽選）
、参加無料。
申込・問 ５月 日（金）までに直
接窓口又は電話で高齢介護室（☎８
３８・０３７２）

を苦しめてしまう理由」
・ 日「母
と娘、それぞれの人生を生きるため
に」
、いずれも木曜日午後２時～４
時（計３回）
、女性 人。
∧②職場で役立つ「アサーティブコ
ミュニケーション」∨
自分も相手も大切にするコミュニ
ケーション方法を学びます。
５月 日「 自分のコミュニケー
ションの癖を知る」
・６月６日「相
手に伝わる伝え方を学ぶ」
、いずれ
も日曜日午前 時～正午（計２回）
、
定員 人。
※
※
いずれもふらっと ねやがわ、申
込順、参加無料。
◎一時保育を行います∧６か月～就
学前の子ども２人（申込順）
、無料、

５月 日（火）午前９時 分～
時、市立保健福祉センター５階会議
室１・２、認知症について正しい知
識を学びます、参加無料。
申込 当日直接
問 高齢介護室（☎８１２・２５６
０）

小学生の娘を育てるシングル
ファーザーのもとに、亡くなった弟
の同性婚相手のカナダ人が訪れる。
３人の風変りな共同生活から、ＬＧ
ＢＴや家族について描く。
５月 日（火）午後１時～４時（３
部構成・休憩あり）
、ふらっと ねや
がわ、
定員 人（申込順）
、
参加無料。
申込・問 電話又はＦＡＸでふらっ
と ねやがわ（☎８００・５７８９、
ＦＡＸ
８００・５４８９）

６月 日（火）午後 時～３時、
市立保健福祉センター４階セミナー
室、市内で認知症カフェを運営する
法人格を有する団体。
申込 当日直接

30

みんなで介護予防教室
５月 日～７月 日の毎週月曜日
午後２時～３時 分（６月 日・
日を除く、計６回）
、市立保健福祉
センター５階会議室１・２、介護予
防についての講話や軽い体操など、
歳以上の市民 人（申し込みが多
いときは抽選）
、参加無料。
申込・問 ５月 日（金）までに直
接窓口又は電話で高齢介護室（☎８
３８・０３７２）

認知症サポーター養成講座

55

認知症カフェ運営補助金
説明会

11

65

子宮頸（けい）がん・乳がん
検診無料クーポン券の送付
対象者には６月以降個別に送付し
ます。市内検診取扱医療機関又は保
健福祉センターで受診できます。
▽対象 ①子宮頸がん検診…平成
年４月２日～ 年４月１日生まれの
女性②乳がん検診…昭和 年４月２
日～ 年４月１日生まれの女性
▽申込期限 市公式アプリからは検
診日の３週間前まで、そのほかは令
和４年１月 日（月）まで
※詳しくはクーポン券などを見てく
ださい。令和２年度の対象者でまだ
使用していない人は、今年度対象者
と同様の期限まで期限を延長しま
す。クーポン券を持っていない人は
再発行します。
問 健康づくり推進課（☎８１２・
２００２）

ヘルスアップ教室

安全・安心

40

15

10

①５月 日（日）② 日（水）まで
に予約∨。
申込・問 電話又はＦＡＸでふらっ
と ねやがわ（☎８００・５７８９、
ＦＡＸ
８００・５４８９）

2

ふらっと シネマ「弟の夫」

26

６月 日（月）午後 時 分～３
時 分（受付は午後１時から）
、市
立保健福祉センター４階健康指導
室、講話「知っていますか？糖尿病
のこと」
、市民 人（申し込みが多
いときは抽選）
、参加無料。
※受付で体温など体調確認を行いま
すので早めに来てください。
申込・問 ５月 日（火）までに直

た講座、シンポジウム
申込・問 応募用紙（ふらっと ね
やがわ又は人権・男女共同参画課で
配布）を６月 日（水）までに直接、
ふらっと ねやがわ（☎８００・５
７８９）又は人権・男女共同参画課
（☎８２５・２１６８）

ふらっと市民セミナー
∧①女性のためのカウンセリング講
座「母娘関係～それぞれの人生を大
切にするために～」∨
母と娘がお互いを尊重できるかか
わり方をジェンダーの視点から見つ
けます。よりよい母娘関係を築くた
めに一緒に考えませんか。
５月 日「娘の葛藤～母を疎まし
く思うとき～」
・６月３日「母が娘

市からのお知らせ

20

28

12

45

20

14

11

15

24

税・保険・年金

健康・福祉

人

権

子育て・教育

アウトドア・
スポーツ

権

問 高齢介護室（☎８１２・２５６
０）

人
５月１日～７日は憲法週間
「基本的人権の尊重」は、誰もが
生まれながらに持っている侵すこと
のできない永久の権利として日本国
憲法で保障されています。
私たちの人権が守られ、みんなが
安心して幸せな生活を送るために
は、一人一人が人権尊重の精神を理
解し、人権問題を自分自身の問題と
して考え、日々の生活から問い直し
ていくことが大切です。これを機に
家庭・職場・地域・学校などで話し
合ってみませんか。
問 人権・男女共同参画課（☎８２
５・２１６８）

ふらっと ねやがわ
市民企画を募集
一人一人が性別によって制限され
ることなく尊重し合える男女共同参
画社会の実現に向けた講座企画を募
集します。選考の上、
自主的な運営、
開催をしてもらいます。
▽対象 市内在住・在職の人がいる
団体・個人
▽内容 家族、子育て、自己表現、
女性への暴力、国際問題、心と体、
男性の生活自立、チャレンジ支援な
ど、男女共同参画社会の実現に向け

文化・交流

公共機関・団体
市民情報ひろば

28
広報ねやがわ
令和３年５月号
広報ねやがわ
令和３年５月号

29

28

11

20

15

23

25

20

【広告】

21

30

10

12

 康相談について…健康づくり推進課（☎８１２・
健
２００２）、条例について…保健総務課（☎829・
7771）
問

20

30

～たばこよりも大切なもの～

25

55

1

５月 31 日は世界禁煙デー

10

24

18

すこやかライフ

30

18

13

31

30

健 康

20

28

27

65

市では、
「寝屋川市子どもの健やかな成長のため
の受動喫煙防止条例」に基づき、子どもと同室の空
間や自動車の車内を始め、学校や保育所などの周囲
や通学路、公園などでの喫煙を制限するほか、市内４
駅周辺を路上喫煙禁止
区域に指定し、受動喫
煙防止に取り組んでい
ます。
＜たばこの害＞
たばこは子どもだけ
でなく、妊娠期から胎児
に影 響を与えることを
知っていますか。妊娠中
の女性が喫煙することで早産・流産、低出生体重児
の発生リスクを高め、生まれてからも乳幼児突然死症
候群を引き起こす確率が非喫煙者よりも高くなること
が分かっています。
たばこは喫煙者だけでなく、喫煙者の家族や周りに
いる人たちにも害を与えていることがあります。換気
扇の下や戸外での喫煙であれば家族には無害である
と思われがちですが、喫煙後の吐く息や衣類に付い
た有機物質を吸い込むことで、家族にも害を及ぼす
のです。
＜正しい禁煙方法＞
たばこ生活からどうしたら効果的に抜け出せるので
しょうか。成功の秘訣は正しい方法で禁煙することで
す。我慢するつらい禁煙ではなく、医療保険が適用さ
れる禁煙補助薬を医療機関で処方してもらうなど、少
しでも楽に禁煙できる方法を利用することが成功へ
の近道となります。最寄りの医療機関で相談してみま
しょう。
＜健康相談＞
市民の皆さんの健康について保健師などが相談に
応じています。希望す人は健康づくり推進課まで問い
合わせてください。

56

30

インフォメーション

子育て・教育
元気っ子ランド
５月 日（土）午後３時～４時、
市立エスポアール、クイズ大会、幼
児と保護者・小学生、参加無料。
申込 当日直接
問 市立エスポアール（☎８２８・
４１４１）

子 ど も・親 子
こんにちは赤ちゃん訪問
４か月までの乳児がいる家庭に民
生委員などが訪問し、子育てナビと
子育てマップを届けます。対象家庭
には事前にはがきが届きます（申し
込みは不要）
。
問 子育て支援課（☎８３８・０３
７４）

育児援助・家事援助
ヘルパー派遣

６か月以内の乳児がいる②親族など
の支援がない③保護者の出産後の健
康状況が不十分④育児や家事をする
ことが困難
▽内容 ①育児援助…おむつ交換、
もく浴補助ほか、育児についての日
常的に行う必要があるもの②家事援
助…食事の準備・住居の掃除・保育
所などへの付き添いなど
▽利用料 １時間４００円（所得に
よる減免制度あり）
※①妊娠６か月から申し込みができ
ます②草むしりやペットの世話な
ど、日常生活を営むのに支障が生じ
ないと考えられる家事は行いませ
ん。
申込 直接、子育て支援課、子育て
世代包括支援センター、こどもセン
ター、たんぽぽ保育所子育て支援セ
ンター
問 子育て支援課（☎８３８・０３
７４）

教育相談連続講座
∧グループカウンセリング∨
６月３日（木）午後１時 分～３
時 分、市立総合教育研修センター
研修室３、不登校や子育てについて
の悩みを講師と一緒に考えます、参
加無料。
申込 当日直接
問 市総合教育研修センター（☎８
２２・２１２６）

館を除く）午前 時 分～正午、市
立エスポアール、カード・手形・身
体計測、５月生まれの乳幼児、参加
無料。
申込 当日直接
問 市立エスポアール（☎８２８・
４１４１）

にこにこランド
５月６日（木）午前 時 分～
時、市立エスポアール、パネルシア
ター、乳幼児と保護者、参加無料。
申込 当日直接
問 市立エスポアール（☎８２８・
４１４１）

体操ひろば
５月６日（木）
・ 日（月）午前
時～ 時 分、
市立エスポアール、
幼児向けの曲に合わせて体を動かし
ましょう、乳幼児と保護者、参加無
料。
申込 当日直接
問 市立エスポアール（☎８２８・
４１４１）

絵本のよみきかせ
５月６日（木）午前 時 分～
時 分、市立エスポアール、乳幼児
と保護者、参加無料。
申込 当日直接
問 市立エスポアール（☎８２８・
４１４１）

ほほえみタイム
５月 日（月）午前 時 分～

誕生会
毎日（５月３日・第３日曜日、休

時 分、市立エスポアール、手遊び・
ふれあい遊び・絵本、乳幼児と保護
者、参加無料。
申込 当日直接
問 市立エスポアール（☎８２８・
４１４１）

子育ては親育ち
５月 日（月）午前 時～ 時、
市立エスポアール、親子で体幹ト
レーニング、市内在住の２歳～就学
前の幼児と保護者 組（申込順、５
組未満の時は中止）
、参加費５００
円。
申込・問 ５月５日～ 日までに直
接窓口又は電話で市立エスポアール
（☎８２８・４１４１）

親子で遊ぼう
６月７日・７月５日・９月６日・
月４日・ 月１日・ 月６日、い
ずれも月曜日午前 時 分～ 時
（計６回）
、市立学び館、リズム遊び
や絵本など、平成 年４月２日～令
和２年４月１日生まれの子どもと保
護者 組（いずれも申し込みが多い
ときは抽選）
、
参加費１２００円（子
育てクーポンが使えます）
。
※抽選結果は返信はがきでお知らせ
します。
申込・問 往復はがきに講座名、住
所、
氏名、
子どもの氏名（ふりがな）
、
電話番号、生年月日を書いて５月
日（火）＝必着＝までに市立学び館
（〒 ―０８６３明和一丁目 番
号☎８２２・３３１１）

文化・交流

公共機関・団体
市民情報ひろば

６月６日（日）午前９時 分、男
女シングルスの部（１部～３部）
・

バドミントン協会
会長杯大会

11

出産前後の育児や家事の負担を少
しでも軽減するために活用してくだ
さい。
▽日時 月～金曜日（祝日、年末年
始を除く）の午前９時～午後５時
分（１日１回２時間、 回まで利用
可）
▽対象 次のすべてに該当する家庭
①出産予定日の２か月前から、生後

11

チャレンジインディアカ
︵楽しもう会︶

アウトドア・
スポーツ

11

年

11

トレーニング室
利用者講習会

子育て・教育

45

少

※①会場ごとに日程が異なります。
市ホームページ「教育指導課」を見
てください②専用フォームでの申し
込みができないときは、問い合わせ
てください。
申込 専用フォーム（左のＱＲコー
ド）

アウトドア・
スポーツ

10

22

12

窓口又は電話で市立市民体育館（☎
８２４・５８５８）

11

５月 日・ 月２日・ 月７日、
いずれも火曜日午後６時 分～８時
分、参加費１回１００円、運動の
できる服装・上靴が必要、初心者歓
迎。
申込 当日直接
問 安達（☎０９０・７７５３・９
４８５）

市民体育館

31

トレーニング室を新規に利用する
人は、講習を受けてください。時間
に遅れると受講はできません。
①６月４日（金）午後１時 分～
３時② 日（日）午前９時 分～
時③ 日（土）午後６時 分～８時、
歳以上の人 人（申込順）
、受講
料３５０円（利用許可証・テキスト
代＝当日納付）
、写真・上靴・本人
確認書類が必要。
※詳しくは市立市民体育館ホーム
ページを見てください。
申込・問 講習日の前日までに直接
権

30

30

問 教育指導課（☎８１３・００７
１）

人

30

10

11

30

英検ジュニア・英検受検料補助
∧補助内容・回数∨
○中学生…英検受検料のうち、２年
生時に１回（２９００円）
、１年生
時又は３年生時に１回
（２０００円）
補助
○小学生…６年生時に英検ジュニア
受検料のうち、７００円を補助
申込 ①市立小・中学生…在籍の小・
中学校に直接②市立以外小・中学生
…令和４年３月 日（水）＝必着＝
までに申請書（教育指導課で配布又
は市ホームページ「教育指導課」か
らダウンロード）を郵送又は直接、
教育指導課（〒 ―８５５５本町１
番１号☎８１３・００７１）
問 教育指導課（☎８１３・００７１）

キッズパソコン教室

健康・福祉

６月２日～令和４年３月 日の水
税・保険・年金

15

10

30

11

13

10

曜日午後４時～５時（計 回）
、市
立学び館、小学校４年生～６年生
４人（申し込みが多いときは抽選）
、
受講料年１万８０００円（半期納入
可）
。
※抽選結果は返信はがきでお知らせ
します。
申込・問 往復はがきに講座名、住
所、氏 名（ ふ り が な ）
、電 話 番 号、
学校名、学年、生年月日を書いて５
月 日（月）＝必着＝までに市立学
び館（〒 ―０８６３明和一丁目
番 号☎８２２・３３１１）

10

10

572

11

11

11
13
11

23

10

11

10

572

20

30
広報ねやがわ
令和３年５月号
広報ねやがわ
令和３年５月号

31

11

18

30

【広告】

30

30

10

10

11

11

30

10

26

青

10

安全・安心

30

10

30 12

30

23

寝屋川スマイル塾

40

30

16

23

16

30

10

寝屋川スマイル塾

50

572

30

子どもの学力向上を図るため、
土・
日曜日や長期休業期間などの学校休
業日に民間事業者が指導する無料塾
を市立各小・中学校で開催していま
す。
一人一人に合わせた学習計画で、
分からないところはアドバイザーが
指導しながら学習を進めます。
▽日時 土・日曜日、長期休業期間、
小学生…①午前８時 分～ 時 分
②午前 時 分～正午、中学生…①
午後１時～２時 分②午後２時 分
～４時 分
▽対象 市内在住の小学校５年生～
中学校３年生
▽場所 市立各小・中学校
▽参加費・教材費 無料

市からのお知らせ
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30

15

10

30

インフォメーション

池 の 里 市 民 交 流 セン タ ー
池の里クラブ
∧小学生スポーツ教室無料体験∨
５月８日・ 日、いずれも土曜日
午前 時～ 時、小学校１年生～３
年生５人（一人１回、
申込順）
、
上靴・
タオル・飲物を持って動きやすい服
装で来てください。
∧ツボトレ東洋医学教室無料体験∨
５月 日（日）午前 時～ 時、
定員 人（申込順）
、
筆記用具を持っ
て来てください。
申込 ５月１日（土）午前 時から
電話又は池の里クラブホームページ
問 池の里クラブ事務局
（☎８３９・
７００４）

ものをＦＡＸ又はメール（アドレス
は問い合わせてください）で５月
日（金）までに環境総務課（☎８２
４・０９１１、ＦＡＸ
８２１・３３４９）

南寝屋川公園
市民体育大会ソフトテニスの部

や材料費などを含む）
。
申込・問 ５月１日（土）午前 時
から電話で市野外活動センター（☎
０７４３・ ・１９１０）

乳幼児と親の自然体験活動
「すくすくきっず」
６月 日（金）午前 時 分～
時 分（現地集合・解散、
雨天中止）
、
自然体験活動に興味のある３歳ま
での子どもと保護者 組（申込順）
、
参加費１組１０００円。
※市外在住者は２００円増し。
申込・問 ５月 日（金）午前 時
から電話で市野外活動センター（☎
０７４３・ ・１９１０）

森のがっこう

大人自然シリーズ講座②

人

権

子育て・教育

アウトドア・
スポーツ

ほ か の 場 所 での 催 し

文化・交流

公共機関・団体
市民情報ひろば

多文化交流ひろば

文化・交流

８００︶
問 坂根（☎８５２・６２１６）

10

男女ダブルスの部（ １部～４部 ）
、
１部…上級・２部…中級・３部…初
級・４部はペアの合計年齢が１００
歳以上、市内在住・在職・在学・在
クラブの小学生以上の人、参加費…
一般１２００円・小学生～高校生６
００円（当日納付）
。
※２・３部優勝経験者は上の部で出
場（ 歳以上の人はいずれの部でも
出場可）
。
申込 所定の用紙又は大会名、
種別、
住所、氏名、電話番号を書いたもの
を直接窓口又は郵送、ＦＡＸで５月
日（月）午後４時＝必着＝までに
市バドミントン協会事務局（〒 ―
０８２３下木田町 番 号市立市民
体育館内、ＦＡＸ
８２２・６８００）
問 磯部（☎０９０・８３６６・５
４６８）

打上川治水緑地

６月 日（日）午前 時～午後３
時 分、小学生 人（先着順）
、参
加費３０００円（昼食代や保険料な
どを含む）
。
※詳しくは市野外活動センターホー
ムページを見てください。
問 市野外活動センター︵☎０７４
３・ ・１９１０︶

キャンプマニア

∧樹木ウォッチング∨
５月 日（木）午前 時～正午、
市立中央図書館臨時図書室内自然体
験学習室、花の咲く樹木について学
び、自然観察できる機会や場所を紹

健康・福祉

13

野 外 活 動 セン タ ー

６月６日（日）午前 時～午後３
時 分（現地集合・解散）
、テンティ
ングやダッジオーブン料理などの
キャンプ技術を伝授、大人 人（申
込順）
、参加費５０００円（昼食代

税・保険・年金

10

お楽しみ卓球大会

10

６月５日（土）午前 時～正午、
打上川治水緑地観音橋側、メダカや
ギンブナなどの水生生物や植物など
について専門家の説明もあります、
小学校４年生以下の人は保護者同
伴、長靴・網・水槽・バケツ・水筒・
マスクなどを持って来てください。
※天候などにより中止のときは、当
日午前８時頃に市ホームページでお
知らせします。
申込・問 電話又は住所、参加者全
員の氏名、年齢、電話番号を書いた

自然観察会 ～メダカ調査～

６月６日（日）午前９時＝雨天の
ときは 日（日）
、一般男子の部・
男子 歳以上の部・女子Ａ級・Ｂ級
の部（参加組数によっては種目を変
更することがあります）
、市内在住・
在職・在学・在クラブの高校生以上
の人、参加費１組２０００円（当日
納付）
。
申込 所定の用紙又は大会名、
種別、
住所、氏名、性別、電話番号を書い
たものを直接窓口又は郵送、ＦＡＸ
で５月 日（木）＝必着＝までに市
ソフトテニス協会事務局（〒 ―０
８２３下木田町 番 号立市民体育
館内、ＦＡＸ
８２２・６８００）
問 濱田（☎０９０・８７５４・８
４５１）

78

78

14

16

15

16

６月 日（火）午前９時、女子の
部・混合の部（男子 歳以上、１部・
２部・３部）
、いずれも２人団体戦
（ダブルス・シングルス・シングル
ス）
、各４試合のリーグ戦（状況に
より変更）
、参加費…１チーム１４
００円。
申込 所定の用紙を直接窓口又は郵
送、ＦＡＸで、６月９日（水）午後
５時＝必着＝までに市卓球協会事務
局（〒 ―０８２３下木田町 番
号市立市民体育館内、ＦＡＸ
８２２・６
８００）
問 村上（☎０８０・４０２７・０
７８８）

14

40

11

∧みんなでヨガ体験∨
５月 日（水）午前 時～ 時
分、市立市民会館地階第２音楽室、
骨盤ヨガ・フェイシャルヨガをみん
なで体験、市内在住・在学の外国人・

572

15

人１種目︵リレーを除く︶
、リレー
は１校２チームまで、市内在住・在
職・在学の小学生以上の人、参加費
（１種目）…一般７００円・中学生
４００円・小学生２００円、リレー
１チーム…一般１４００円・中学生
８００円（当日納付）
。
申込 大会名、参加種目、住所、氏
名、電話番号を書いたものを直接窓
口又は郵送、
ＦＡＸで５月９日（日）
＝必着＝までに市陸上競技協会事務
局︵〒 ―０８２３下木田町 番
号市立市民体育館内、ＦＡＸ
８２２・６

16

11

10

30

介、定員 人（申込順）
、参加無料。
申込・問 直接窓口又は電話で市自
然資料施設運営スタッフの会（中央
図書館臨時図書室内☎８３９ ６
･８
８２）

18

27

10

②中学生男子…１００ｍ（１年生・
２年生・３年生の部）
・２００ｍ・
４００ｍ・８００ｍ・１５００ｍ・
３０００ｍ・４×１００ｍリレー・
走り高跳び・走り幅跳び・砲丸投げ
③一般女子・中学生女子…１００ｍ
（中学生女子は１年生・２年生・３
年生の部 ）
・２００ｍ・８００ｍ・
１５００ｍ・４×１００ｍリレー・
走り高跳び・走り幅跳び・砲丸投げ
④小学生…１００ｍ・８００ｍ・走
り幅跳び︵参加人数が多いときは男
女の種別を分けます︶
、いずれも１

16

10

10

10

10

陸上競技の部

30

30

10

10

20

45

20

572

30

78

26

市民体育大会

30

11

窓口で対応する職員

５月 日（土）午後１時（集合は
午後０時 分から）
、枚方陸上競技
場、①一般男子…１００ｍ・２００
ｍ・４００ｍ・８００ｍ・１５００ｍ・
５０００ｍ・４×１００ｍリレー・
走り高跳び・走り幅跳び・砲丸投げ

市からのお知らせ

窓口専門職員

10

16

守谷美咲さん
安全・安心

レポーター

32
広報ねやがわ
令和３年５月号
広報ねやがわ
令和３年５月号

33

生

11

している姿を見ると、しっか
り口角を上げることで目元の
印象が柔らかくなり、相手に
寄り添うような優しい印象を
与えていると感じました。ま
た、口頭で説明するだけでな
く、腕全体で案内する方向を
指し示したり、目的地まで付
き添ったりし、時には困って
いる人を見つけて自発的に声
をかけるなど、温かく丁寧さ
が伝わる案内を見ることがで
きました。
以前、私が市役所を利用し
たときは、エントランスの案
内板で目的地を探すことに苦
労しました。しかし、今で
は、接客のプロとして採用さ
れた窓口専門職員が困ってい
る来庁者を助けてくれます。
結果的に、市役所での滞在時
間を短縮することができま
す。今後は、更に利用者が増
え、全国で一番市民に寄り添
う市役所になることを期待し
ます。

15

30

学

20

学生自身が市の窓口などを直接訪問し、その事業について
感じたことや思ったことをレポートしています。
今回は、大阪大学大学院２年生の守谷美咲さん＝写真＝に
よる「窓口専門職員」です。

16

60

22

572

29

16

３月２日に市役所で窓口専
門職員についての取材を行い
ました。
窓口専門職員とは、接客業
務などの経験があり、心のこ
もった満足度の高いおもてな
しができ、主に来庁者に対す
る総合案内、各種相談対応な
どを行う職員を指します。市
役所の利便性向上と市民に寄
り添う高品質のサービスを実
現するために令和２年４月に
採用されました。
窓口専門職員は市役所の顔
でもあり、寝屋川市の顔を意
味すると私は思います。その
ため第一印象が非常に大切だ
と思います。そこで、窓口専
門職員の上嶋さんに、第一印
象を良くするために心掛けて
いることについて聞いたとこ
ろ、優しい表情で「マスクを
していてもしっかりと口角を
上げること」と話してくれま
した。
実際に来庁者の相談対応を

572

16

16

60

24

インフォメーション

演

日本人 人（申込順）
、ヨガマット
又はバスタオルを持って動きやすい
服装で来てください、参加無料。
申込 ５月 日（火）から直接窓口
又は電話でＮＰＯ法人「寝屋川市国
際交流協会」
（☎８１１・５９３５
＝日・月曜日、祝日を除く）
問 市国際交流協会又は市民活動振
興室（☎８２５・２１２０）

公
アルカス
ウェルカム・ミニコンサート
∧ギターの世界∨
５月 日（木）午後２時、アルカ
スホール１階フリースペース（自由
席）
、ギターデュオで奏でるポピュ
ラー曲など、入場無料。
申込 当日直接
※詳しくは「アルカスホール」ホー
ムページ又はチラシを見てくださ
い。
問 アルカスホール（☎８２１・１
２４０）

ねやがわ寄席㏌エスポ
６月５日（土）午後４時（開場は
午後３時 分）
、市立エスポアール、
出演＝桂吉弥さん・桂佐ん吉さん・
桂鯛蔵さん・桂二葉さん、定員１０
０人
（申込順）
、
参加費２０００円
（当
日券はありません）
。
申込・問 ５月５日～６月４日に直
接窓口又は電話で市立エスポアール

５月 日（水）午前 時～午後１
時、市立エスポアール、枝豆とチー
ズのパンを作ります、市内在住・在
職・在学の 歳以上の人 人（申込
順、５人未満のときは中止）
、参加
費１０００円。
申込・問 ５月４日～ 日に直接窓
口又は電話で市立エスポアール（☎
８２８・４１４１）

（☎８２８・４１４１）

人形劇団クラルテ
「しろくまくんどこへ」
７月４日（ 日 ）午後２時、アル
カスホールメインホール（指定席）
、
しろくまの子ラルスの冒険を描いた
ファミリー人形劇、前売り一般１５
００円・３歳～中学生１０００円、
ひざ上無料、当日各５００円増し。
※詳しくは「アルカスホール」ホーム
ページ又はチラシを見てください。

示

～８時、写真・動画・撮影データ活
用法など、受講料６０００円（教材
費２２００円が別に必要）
。
※
※
いずれも計４回、市立エスポアー
ル、市内在住・在職・在学の 歳以
上の人８人（申込順、４人未満のと
きは中止）
。
申込・問 ５月５日～ 日に直接窓
口又は電話で市立エスポアール（☎
８２８・４１４１）

展

申込・問 ５月 日（月）から直接
窓口又は電話でアルカスホール（☎
８２１・１２４０）

アルカスギャラリーコンサート
「加藤英雄のおしゃべりピアノ
コンサート第２弾」
７月 日（木）午後２時、アルカ
スホール１階ギャラリー（自由席）
、
名曲を楽しい解説を交えながら鑑賞
します、前売り一般１０００円、小
学生以下５００円、当日各５００円
増し。
※詳しくは「アルカスホール」ホー
ムページ又はチラシを見てください。
申込・問 ５月 日（月）から直接
窓口又は電話でアルカスホール（☎
８２１・１２４０）

アルカス チャレンジコンサー
ト出演者募集
８月 日（ 土 ）正午、アルカス
ホールメインホール、ピアノ演奏の
リレーコンサート、定員 組（申込
順）
、参加費１人３０００円。
※詳しくは「アルカスホール」ホー
ムページ又はチラシを見てください。
申込・問 ５月 日（月）午前９時
から所定の用紙を直接、アルカス
ホール（☎８２１・１２４０）

生涯学習
文化講座
∧たのしいパンづくり∨

午後３時。
∧アドバンス・フォト・サロン写真
展∨
５月 日～６月２日の午前 時～
午後５時。
問 市民ギャラリー（☎８１１・５
５４４）

市指定文化財の特別公開

子育て・教育

修復作業を終えた市指定文化財
「菅原神社本殿」の完成後初の特別
公開を行います。
▽日時 ５月 日～ 日の午前 時
～午後４時
▽場所 菅原神社（池田中町 番
号）
▽拝観料 無料
∧解説会∨
５月 日（金）午後２時 分、市
文化財保護審議会委員による講義、
参加費１００円。
※①駐車場はありません②マスクの
着用をお願いします③入場制限を行
うことがあります。

権

アウトドア・
スポーツ

書

館

問 文化スポーツ室（☎８１３・０
０７４）

図

中央図書館臨時図書室での催し
∧からだのしくみの本展∨
５月１日～ 日、本の展示と貸し
出し。
∧五月病を吹き飛ばせ！の本展∨
５月 日～ 日、本の展示と貸し
出し。
問 市立中央図書館臨時図書室（☎
８３８・０１４１）

東図書館主催の催し
∧大人のためのストーリーテリング
（おはなし会）∨
５月 日（金）午前 時～ 時
分、市立東図書館おはなし室、定員
人（先着順）
、参加無料。
申込 当日直接
問 市立中央図書館臨時図書室（☎
８３８・０１４１）
∧おはなし（ストーリーテリング）
の入門講座～子どもにおはなしを
語ってみませんか？～∨
５月 日…おはなし会～おはなし
を楽しみましょう～・６月４日…お
はなしの楽しみを子どもたちに・
日…おはなしを選ぶこと、覚えるこ
と・７月 日…おはなしを語ってみ
ましょう、いずれも金曜日午前 時
～正午、市民会館３階講義室、全回
受講でき、子どもとおはなしに興味
文化・交流

公共機関・団体
市民情報ひろば

10

なかまのひろば
市民活動センターでは、展示によ
る登録団体の活動を紹介していま
す。
問 市立市民活動センター（☎８１
２・１１１６）

市民ギャラリーでの催し

健康・福祉

人

∧写団四季展∨
５月７日～ 日の午前 時～午後
６時（ 日は午後４時まで）
。
∧寝屋川絵画サークル作品展∨
５月 日～ 日の午前 時～午後
６時（ 日は午後５時まで）
。
∧相続・遺言・後見のセミナー∨
５月 日（金）午前 時～正午、
「死後事務委任契約」
、個別質問でき
ます、参加無料。
申込 四方︵☎８８８・０８０７）
∧正木伸子花の水彩画展と仲間展∨
５月 日～６月２日の午前 時～
税・保険・年金

14

31

パソコン教室
∧初心者個人レッスン∨
６月２日～ 日の水曜日①午前
時～正午②午後１時～３時（ 計
３回）
、市立学び館、マウスの持ち
方から始めます、定員各１人（申込
順）
、受講料６０００円、筆記用具
が必要。
申込・問 ５月 日～ 日に直接窓
口又は電話で市立学び館
（☎８２２・
３３１１）

安全・安心

30
18

パソコン教室

市からのお知らせ
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ねやがわ寄席
人形劇「しろくまくんどこへ」
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菅原神社本殿
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∧ワード基礎∨
６月４日～ 日の金曜日午前 時
～午後３時、文字入力やイラスト・
表の活用など、受講料１万２０００
円（教材費２２００円が別に必要）
。
∧エクセル実務活用∨
６月４日～ 日の金曜日午後６時
～８時、業務効率が上がるエクセル
の便利な機能や時短機能など、受講
料６０００円（教材費１０００円が
別に必要）
。
∧スマートフォン画像動画活用法∨
６月７日～ 日の月曜日午後６時
10

10

インフォメーション

５月１日～ 日、本の展示と貸し
出し。
問 市立東図書館（☎８２３・０６
６１）

寝屋川市駅前図書館での催し

出し。
∧よりよい未来を！ＳＤＧｓ∨
５月 日～ 日、本の展示と貸し
出し。
∧お天気の本展∨
５月 日～６月 日、本の展示と
貸し出し。
問 市立寝屋川市駅前図書館（☎８
１１・５５４４）
広告掲載についての問い合わせ先

午前11時

㈱ホ ー プ（☎０９２・７１６・１４０１）

歳）

午後3時
幼児・小学生10人

二軍戦で打席に立つ
西田さん

㈱宣 成 社（☎ ・６２２２・７９９９）

子育て・教育

幼児・小学生８人

アウトドア・
スポーツ

第1・3水曜日

文化・交流

毎週土曜日
おはなし会

ミニミニおはなし会

乳児と保護者各８組

絵本で子育て
にこにこ赤ちゃん
かみしばいタイム

㈱ウィット（☎０７２・６６８・３２７５）

なお と

直斗 さん（

矢野監督の教え 指導に生かす

権

第2・4土曜日

幼児・小学生９人

毎週火曜日
午後２時～３時
第1・3・５土曜日
午前10時30分～
11時30分
午後３時～３時30分
第1・3日曜日

※いずれも先着順、
日程の変更など最新の情報は図書館ホームページを見てください。中央図書館臨時図書室での定例行事は当面
の間中止します。
公共機関・団体
市民情報ひろば

に。 昨年 月に監督に就任し、約
人の中学生を指導しています。
「家族がアパレル関係の仕事だっ
たので以前から興味があった」 と、
大阪市内で起業したオーダースー
ツの訪問受注販売を手がけながら
室内練習場や南寝屋川公園の市民
グラウンドに通う毎日です。
阪神最後の１年間は、矢野燿大
（やのあきひろ）さん（ 現 一 軍 監
督）が二軍監督。「やるべきことを
やっていないと怒りますが、全力を
尽くして失敗したときは何も言い
ませんでした」。この経験が今の指
導に生きています。
選手たちに勝つことに対してのプ
レッシャーはかけたくないが、勝ち
たい気持ちは出してほしいとも言い
ます。
「プロでは活躍できませんでした
が、失敗したときやメンバーを外れ
たとき、全然打てなかったときの気
持ちはわかってあげられます。そん
な経験と実践してきたことを子ど
もたちに伝えられたらいいと思いま
す」。
30
２年前、チーム関係者に誘われ
て寝屋川中央リトルシニアのコーチ

人

乳幼児各８組

午前10時30分・
11時30分
乳幼児各10組
絵本タイム

幼児・小学生８組

場 所
駅前図書館 西北コミュニティセンター
毎週金曜日
東図書館
毎週水曜日
間
時
象

∧絵本でピクニックに行こう∨
５月 日（ 日 ）午後２時（ 受付
は午後１時 分から）
、市民ギャラ
リー、
絵本の読み聞かせや工作など、
４歳～小学校４年生の子どもと保護
者５組、参加無料。
申込 ５月６日（木）から直接、駅
前図書館
∧世界発見！∨
５月２日～ 日、本の展示と貸し

阪神３位指名に本人も
びっくり

健康・福祉

１学年下には、甲子園で春夏連
覇を成し遂げた藤浪晋太郎投手が
いました。「球は今ほど速くなかっ
たが、体が大きくてすごい選手で
した」。
その後輩と後に阪神でもチームメ
イトになります。 高校で開花した
打撃センスを買われ、平成 年の
ドラフト会議で３位指名されたので
す。「大学か社会人で野球を続ける
ことも考えていたし、ドラフト当日
の朝、監督から『（指名に）かかる

税・保険・年金

30

対

のある人 人、参加無料。
◎一時保育を行います（乳幼児の子
ども６人、無料）
。
申込 電話で中央図書館臨時図書室
（☎８３８・０１４１）
∧岩波少年文庫の心ゆさぶる挿し絵
のパネル展」∨
５月１日～ 日、市立東図書館、
岩波少年文庫 周年（令和２年）を
記念した、パネル展と少年文庫の展
示。
∧おうち時間をエンジョイしようの
本展∨
５月１日～ 日、本の展示と貸し
出し。
∧ドキドキしぜんの本展∨

にし だ

西田

「プロの経 験 教 え たい」
元 阪 神 選 手が中 学 生 指 導
寝屋川中央リトルシニア監督

28

練習場で選手を見守る

内 容

16

寝 屋 川 市 池田北 町の室 内 練 習 影響もあって小学校２年生から硬 かどうかわからん』と言われていた
場。 夕方になると、元気な声を響 式野球を始め、中学校３年生のと ので、私も親もびっくりしました」。
一軍デビューは入団２年目の横
かせる選手の中に、長身のひとき きには投手で出場した全国大会で
わ目 立つ監 督の姿がありました。 ベスト８入り。 進学した強豪校の 浜ＤｅＮＡベイスターズ戦。地元甲
中学硬式野球チーム「寝屋川中央 大阪桐蔭高校では１年生からレギュ 子園の試合に代打で出場し、２度
打席に立ちましたが、快音は聞か
リトルシニア」 を率いて半年になる ラーでプレーしました。
秋の紅白戦で打撃力を認められ れませんでした。
元阪神タイガース内野手の西田直
て近畿大会に出場すると、初打席
「５万人の観客の前で自分のプ
斗さんです。
の初球をとらえてタイムリーヒット レーを続けるには大変な場所。で
春の選抜で大活躍
に。 翌年春の選抜大会１回戦では も選手にとって幸せな所やなあとも
父親は社会人野球チームの監督 ３安打５打点と大活躍し、
「元々バッ 思いました」。しかし、「もう一度
で日本一にも輝きました。そんな ティングは得意ではなかったのです 一軍に」 との思いはかなわず、
が、これが自信につながりました」。 年秋に戦力外に。７年間着た縦じ
まのユニホームを脱ぐことになりま
した。

安全・安心

23

36
広報ねやがわ
令和３年５月号
広報ねやがわ
令和３年５月号

37

５月
市からのお知らせ

練習グランドに立つ西田さん

図書館定例行事

10

23
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31

31

45

15

30
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70 31

31

（ビバモール内駐車場）午後１時10分～
６日（木） ビバモール
３時10分
11日（火） 河北東（河北東町11番）午後２時20分～２時50
分、河北（河北中町25番中村駐車場）
３時～４時
12日（水） 木屋（木屋小学校）午後１時15分～２時10分、三井
Ａ団地（Ａ17棟前）
２時30分～３時10分、寝屋川団
地（総合教育研修センター内）
３時20分～４時
13日（木） 打上東（府営打上住宅４棟集会所前）午後２時50
分～３時40分
14日（金） 黒原橘町（和光小学校）午後２時～２時30分、中神
田（神田コーポラス前）
２時40分～３時10分、萱島
信和町（リバーサイドコーポ３棟横）
３時20分～４時
17日（月） 香里北・西（香里浄水場）午後２時～４時
18日（火） 音羽町（キリン堂駐車場）午後２時～２時30分、香
里北・西（香里浄水場）
２時40分～３時10分、石津
（石津中町公民館）
３時20分～４時
19日（水） 河北住宅（府営河北住宅９棟集会所前）午後１時
50分～２時25分、堀溝南（堀溝小学校前）
３時3０
分～４時
フド
20日（木） 幸町（Ａ棟玄関前）午後１時50分～２時20分、
ウ香里（集会棟前）
２時40分～３時20分、秦住宅
（府営秦住宅７棟横）
３時30分～４時
21日（金） 楠根南町（楠根小学校）午後１時50分～２時20分、
明和（学び館前）
２時30分～３時、打上西（西１番館
仲よし広場）
３時20分～４時
25日（火） 美井町（府営香里住宅２棟横駐車場）午後２時～２
時30分、菅相塚町（菅相塚町８番１号横）
２時40分
～３時10分、成田北・東（四方黒池）
３時20分～３時
50分
26日（水） 点野（点野小学校）午後２時10分～２時40分、仁和
寺（松下住宅17番14号前）
２時50分～３時20分、
仁和寺住宅（府営仁和寺住宅13棟横）
３時30分～
４時
27日（木） 成田東町（府営成田東住宅集会所前）午後１時50
分～２時20分、寝屋住宅（府営寝屋住宅集会所前）
２時40分～３時10分、寝屋川コーポラス（正面玄
関前）
３時20分～４時

vol. 61
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移動図書館

インフォメーション

市からのお知らせ

カウンセラー養成講座体験・説明会
市民情報ひろば、公共機関・団
体に掲載しているイベントは、
新型コロナウイルスの影響で中
止又は内容が変更となる場合が

安全・安心

あります。事前に各団体にご確
認いただくようお願いします。

5 月 17 日・24 日、いずれも月曜日午

前 10 時 30 分～正午、ラポールひら

かた（枚方市新町）、対人関係など心
理学を中心とした心の働きを学習し

ます、定員 15 人（申込順）、 ￥ 無料。
申込・問

NPO 法人「京阪総合カウ

ンセリング」（☎ 814・7140）
オーケストラ

税・保険・年金

○7月号…5月13日
（木）

問 「寝屋川市民管弦楽団」
・河合（☎

健康・福祉
人
権
子育て・教育

→打上・四辻→寝屋古墳→東高野街道
→正法寺→寝屋バス停、いずれも金曜

日、定員 40 人（先着順）、￥ ①② 100

円③ 200 円。
アウトドア・
スポーツ

申込

当日直接

問 「府文化財愛護推進委員寝屋川地
区」・堀（☎ 802・2350）

文化・交流

公共機関・団体
自動車税の納期限は5月31日（月）

公共機関・団体
市民情報ひろば

府の指定金融機関、府内の郵便局、

コンビニエンスストア、府税事務
所、クレジットカード（インター
ネットによる手続き）、ペイジー
（ゆうちょ銀行を除く府税収納を扱
う金融機関）などで納期限までに納

39

広報ねやがわ
令和３年５月号

生、 ￥ 月 500 円。

さい。

壁（☎ 090・1571・9722）

080・8821・9728）

募

集

第 1 日曜日午前 9 時 30 分～正午、市
民会館、初心者～初級者の幼小児～中
学生の子どもと保護者（子ども・保護
者のみの参加可）、 ￥ 無料。

碁将棋連盟（☎ 800・6802）

コース…市立埋蔵文化財資料館集合

を学びコミュニケーション能力を高

分（第2・4土曜日は午後5時30分ま
で）③土・日曜日午後1時～5時
問

大阪府地域保健課（☎06・

ローワークで受け付けた数十万件の

分、エスポアール、「石宝殿古墳と北
1 時 30 分、
「旧街道の面影を求めて」、

分、市内小・中学校など、体の使い方

時30分②平日午前9時～午後5時45

申込・問 「レジリエンスソウル」
・眞

申込・問

河内の終末期古墳」、③ 7 月 9 日午後

毎週土・日曜日の午前 9 時～ 10 時 30

〇開設時間…①平日午前9時～午後5

指定（席は選べません）、マスク着用、

ン交響曲第 7 番ほか、 ￥ 無料、座席

社（池田中町）、「菅原神社本殿の特

徴と彩色」、② 6 月 11 日午後 1 時 30

野球キッズクラス

者マイページ」が便利です

囲碁将棋親子教室

① 5 月 14 日午後 2 時 30 分、菅原神

（☎ 090・4490・5587）

※詳しくはホームページを見てくだ

※ ￥は活動にかかる費用です。

市民歴史講座

0570・061・999）

おさか依存症土日ホットライン（☎

後 1 時から）、市民会館、ベートーベ

○8月号…6月10日
（木）

イベント

申込・問 「ハッピーマジック」
・清岡

3 か月 3000 円、見学歓迎。

6944・7524）

発熱・体調不良の人は入場不可。
【原稿締切日のお知らせ】

ンター（☎06・6691・2818）③お

めます、幼稚園年少児～小学校 1 年

5 月 23 日（日）午後 2 時（開場は午

市民情報ひろば

南京玉すだれを基本から学びます、￥

5 月 2 日（日）は当日直接、

6 月 6 日（日）からは電話で寝屋川囲
詩吟

第 1・3 水曜日午後 2 時～ 5 時、エス

ポアール、流派を問わない創作漢詩・
出前吟など、￥ 月 1000 円、無料体験
あり。

申込・問 「新興吟詠会」・谷口（☎
828・1819）
マジック

第 2・4 木曜日午後 1 時～ 3 時、エス

スマートフォン決済アプリ「payB」
「LINE Pay請求書支払い」「楽天銀

行コンビニ支払サービス」を利用し
て納付することもできます。
問

自動車税コールセンター（☎

0570・020156）
５月14日～20日

ギャンブル等依存症問題啓発週間
あなた自身や周りの人で、ギャンブ
ルなどをやめたくてもやめられない

求職者マイページでは、全国のハ
求人をスマートフォンなどで検索で
きます。

※求 職者マイページの開設には窓口
での手続きが必要です。詳しく

「市民情報ひろば」
は、市民の

は、ハローワークインターネット

皆さんの情報交換の場です。市

サービスを見てください。

の行事と関わりはありません。内

日以前に行われるイベントや定
員のある催しの申込開始日又は
申込終了日が発行日以前のとき
は掲載できませんので、早めに連
絡してください。誌面に限りがあ
るため、記事の編集や掲載がで

問

ハローワーク枚方（☎841・

3363部門コード41＃）

雇用保険の届け出は電子申請で
ハローワークの窓口に行かなくても

24時間いつでも届け出ができます。
詳しくは厚生労働省のホームページを
見てください。

問

ハローワーク枚方（☎841・

3363部門コード21＃）
行政書士無料相談会

5月3日（祝）午後1時～3時、アル

や家族で抱え込まず、相談してくだ
さい。

府では、「ギャンブル等依存症問題
啓発週間」に合わせて、依存症の正
しい知識の普及と理解を深めるため
の取り組みを行います。詳しくは、
「大阪依存症包括支援拠点」のホー
ムページを見てください。

〇電話相談…①市保健所（☎812・

2362）②大阪府こころの健康総合セ

最寄りの労働基準監督署又は大

阪労働局労災補償課（☎06・6949・
6507）

河川愛護モニター募集
7月～令和4年6月、淀川に行き、見
たこと・感じたことを月１回以上レ
ポート報告、20歳以上の淀川近辺に

在住の市民でインターネットを利用

できる人若干名、謝礼月4500円程
度。

5月31日（月）までに淀川河

川事務所ホームページ
問

カスホール、遺言書・相続・成年後
見・内容証明の作成など。
申込・問

電話で「大阪府行政書

士会枚方支部」・渋谷（☎814・
9920）

淀川河川事務所管理課（☎

Zoomによるオンライン配信、成年

後見制度を利用していない府民50
人（申込順、定員に達し次第受付終
了）。

申込・問

5月6日～14日にメール

（アドレスと記載事項は問い合わせ
てください）で大阪家庭裁判所総務
課広報係（☎06・6943・5692＝

職場で新型コロナウイルスに
感染した人へ
労災保険では、感染経路が①業務に
よることが明らかなとき②不明のと
きでも感染リスクが高い業務に従事
し、それにより感染した可能性が高
いときなど、業務によって感染した

6月19日～12月４日の午後1時～5
時（計21回）、府立福祉情報コミュ

ニケーションセンター（大阪市東成
区中道一丁目）、府内在住・在職・
在学の人で要約筆記者として活動す
る意思のある人①手書きコース②パ

ソコンコース、各12人程度（受講
判定試験）、無料（テキスト代が必
要）。
申込

受講申込書を郵送又は府ホー

ムページで5月10日（月）＝消印有
効＝までに特定非営利活動法人大阪

府中途失聴・難聴者協会（〒562―
0023箕面市粟生間谷西二丁目2番6号
橘髙方）
問

時）

太陽光パネル・蓄電池の共同購入
みんなでまとめて購入するため、お
得になります。日々の生活に使う電
気を自宅の屋根で発電できる太陽光
パネル、そして発電した電気を夜間
も有効に活用し災害時にも役立つ蓄
電池を、自宅で過ごす時間が増える
この機会に購入しませんか。

○期間…７月19日（月）まで

※詳 しくは府ホームページを見てく
ださい。

問 おおさかみんなのおうちに太陽光
事務局＜☎0120・758・300（携帯電
話からは☎0570・075・300）＞
再エネ100％電力切替え

申込

要約筆記者養成講座

か月前です。

と悩んでいる人はいませんか。本人

ページを見てください。

問

後5時）

◎原稿の締切日は、掲載号の約２

課に問い合わせてください。

※詳 し く は 、 厚 生 労 働 省 の ホ ー ム

土・日曜日、祝日を除く午前9時～午

きないこともあります。

掲載について、詳しくは企画三

す。

5月18日（火）午後2時～3時頃、

のは掲載できません。同一イベン
は６か月に１回が限度です。発行

が明らかなときを除き対象となりま

成年後見制度説明会

政治・宗教・営利を目的としたも
トの掲載は１回、会員募集の掲載

療従事者は、業務外で感染したこと

843・2861）

容は直接問い合わせてください。

ポアール、不思議で楽しいマジックや

めてください。

就職活動にはハローワークの「求職

ときは労災保険給付の対象です。医

府民お問合せセンター（☎06・

6910・8001＝平日午前9時～午後6

キャンペーン
府内事業者(個人事業者含む)を対象
に、府と協定を締結した発電事業者
とのマッチングを支援しています。
環境活動で企業価値を高めたい、地
球にやさしい経営をしたいと考える
事業者の皆さんは、再エネ１００％

電力への切り替えを検討しません
か。

※詳しくは府ホームページを見てくだ
さい。

問

府エネルギー政策課（☎06・

6210・9254）

寝屋川ふれあい基金
市内で行う青少年の健全育成活動
や、高齢者の社会教育活動を助成し
ます。

〇交付予定…７月

〇対象…スポーツ・文化・芸術など
の分野で①青少年の健全育成活動を
行う団体又は個人②高齢者の社会教
育活動を行う団体又は個人

〇助成予定金額…団体＝１件10万
円・個人＝１件５万円
申請・問

郵送で5月14日（金）＝

消印有効＝までに株式会社りそな銀
行信託ビジネス部公益信託担当（〒

135―8581東京都江東区木場一丁
目5番65号深川ギャザリアW2棟☎
03・6704・3359）

※申請書は、電話で株式会社りそな
銀行信託ビジネス部公益信託担当へ
請求、又はりそな銀行ホームページ
からダウンロードしてください。
広報ねやがわ
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育
域
域
地
で
地 で子
て
リラットと、
市内12か所の地域子育て支援拠点
（こどもセンター、
子育て支援センター、
つどいの広場）
では、
親子で楽しめるイベントや、
子育てに関する情報提供・相談などを行っています。
参加費などの記載のないものは無料ですので、
利用してください
（★は講座です）
。
新型コロナウイルス感染症の影響で各イベントは内容変更や中止になることがあります。
詳しくは、
各施設に問い合わせてください。
☎800・3862所在は下記「所
在一覧①」開所午前９時～午
後５時30分
（第２日曜日休所）

特 設
サイト

LINEで
情報配信

リラット

リラットセミナールーム・クッキングルーム（就学前の子どもと保護者対象）

ねやがわ☆子育てスタート応援クーポンを使えます。講座の予約は月～金曜日午前９時～午後５時30分。
日

時

内

容

①５月16日(日)午後１時30分～３時 ★①パパママ教室②プレママ教室
30分②５月26日
（水）
午後１時30分 妊娠５か月以上の人
①もく浴実習など②お産ってどんなもの・母乳育児のお話
～３時

申込・定員

市ホームページ
「電子申請シ
ステム」
予約、定員①６組②８
人、保育先着２人

５月19日(水)
午前10時～11時30分

★レジンアクセサリー作り
ヘアゴムかキーホルダーを作りましょう

電話予約、定員８人、参加費
800円、保育先着６人

５月24日(月)
午前10時30分～11時30分

★マタニティーヨガ
妊娠５か月以上で医師から安静の指示がない人

電話予約、定員８人、参加費
300円、保育先着４人

５月27日(木)
午前10時～11時30分

★離乳食のトリセツ（後期）
後期食を実食している子どもの保護者

電話予約、定員３人、参加費
400円、保育先着４人

ファミリー・サポート・センター

リラット内 ☎８３９・８８１７
月～土曜日午前 9時～午後４時

子育て支援センター
施

設

（就学前の子どもと保護者対象、所在は左ページ下の③～⑧）

日

時

時～11時

※２日ずつの２回コースです

③たんぽぽ
保育所
６月①２日・９日②16日・23 ★うさぎ教室
☎823・2900 日、いずれも水曜日午前10 令和３年７月１日現在１歳未満の子どもと保護者

こどもセンター

☎８３９・８８１５所在は下記「所在一覧②」
開所午前 10 時～午後４時（第２日曜日休所）

アプリ予約に
ついてはコチラ

お や こ ほ っ と ス テ ー シ ョ ン（就学前の子どもと保護者対象）
日 時
内 容
５月11日・18日・25日、
いずれも火 赤ちゃん交流会
曜日午前10時30分～11時15分 １歳までの子どもと保護者

申込・定員

５月６日・20日、いずれも木曜日午 ぺんぎん交流会
各開催日の１週間前から電話予約、定員８人
１歳～２歳の子どもと保護者
前10時30分～11時15分
※詳しくは問い合わせてください
５月７日
（金）
・21日
（金）
・26日
（水）
、くじら交流会
いずれも午前10時15分～11時15 平成29年４月２日～31年４月１日生まれ
分
の子どもと保護者

今月の
出前広場

所在
一覧
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市内のいろいろな場所で楽しい遊びなどを紹介します。気軽に遊びに来てください（申込不要、◆は要予約◆
は予約優先）
。※新型コロナウイルス感染症の影響や天候により中止になる場合があります。
（土）
午前10時～10
１号三井公園…６日
（木）
午前10時30分～11時…ゆう
（☎800・6694)、◆神田中央公園…８日

時45分＜電話予約…きしゃぽっぽ(☎865・8005)＞、
どんぐり公園…11日
（火）
午前10時30分～11時30分…はる
（☎814・6262）
、田井西公園…21日
（金）
午前10時45分～11時30分…寝屋川めぐみ園
（☎833・3301）
・さくら公
園…26日
（水）
午前10時30分～11時15分・寝屋川めぐみ園
（☎833・3301）
・大阪聖母保育園
（☎802・5620）
、友
呂岐緑地公園…28日
（金）
午前11時～11時30分…こころ(☎814・6838)

①錦町８番13号②八坂町28番13号③打上南町２番１号④緑町13番20号⑤萱島南町12番３号⑥東香里園町９番６号⑦木屋
町６番３号⑧池田一丁目20番15号⑨市立三井小学校内⑩高柳六丁目13番５号⑪萱島信和町13番１号⑫葛原新町14番１号
⑬木田町18番１号
広報ねやがわ
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申込・定員

１週間前から電話予約、定員10
組
５月19日(水)午前９時から電話
予約、定員各５組
※教室の日の広場の申込は午後
のみになります
当日直接
※対象年齢以外の人も参加でき
ます

５月①11日
（火）
②18日
（火）
年齢別保育①１歳児②２歳児③０歳児
③19日
（水）
、
いずれも午前
④寝屋川
季節の遊びや制作、運動遊び、散歩など
10時～11時15分
めぐみ園
赤ちゃん記念
☎833・3301 ５月28日（金）①午前10時 かわいい手形や足形を紙粘土で残しませんか、令 電話又は直接窓口予約、参加費
110円
②午前11時30分
和２年４月２日生まれ以降の子ども
５月20日(木）
季節の制作
定員10組
⑤あやめ
午前10時30分～11時
保育園
助産師さんによる講座（デイジークラブ）
５月28日(金）
定員8組
☎822・1365 午後２時30分～３時30分 「出産後のママの健康体操」
０歳の親子
５月10日
（月）
午前10時から電話
５月18日
（火）
なかよし広場
「運動あそび」
⑥大阪聖母
又は直接窓口予約、定員８組
午前10時～11時
保育園
子育て講座「離乳食講座」
５月12日
（水）
午前10時から電話
５月21日
（金）
これから離乳食を始める子どもと現在、初期食を
☎802・5620 午前10時～11時
又は直接窓口予約、定員８組
食べている子どもと保護者
５月13日・20日・27日、いず 赤ちゃん教室
６か月まで
⑦きんもくせい れも木曜日午前10時30分 ふれあい遊びや手づくりおもちゃなど、
～11時30分
（計３回）
の子どもと保護者
（初めて育児をしている人）
電話又は直接窓口予約、定員８
保育園
組程度
わらべうたで遊ぼう
（水）
☎802・3535 5月26日
平成30年４月２日～31年４月１日生まれの子ども
午前10時30分～11時30分
と保護者
６月
８日
（火）
午前10時30分
★サーキット
⑧池田すみれ
～11時
体を使って元気に遊びましょう
５月25日
（火）
から電話又は直接
こども園
窓口予約、定員６組
６月10日
（木）
午前10時30 ★虫歯予防イベント
☎828・5744 分～11時30分
歯磨きのお話や歌、制作など

つどいの広場

申込・定員
電話予約
※詳しくは問い合わせてください

容

★子育て講座
親子で体を使って遊ぼう

育児の援助をしてほしい人
（依頼会員）
と援助をしたい人
（提供会員）
が互いに助け合う会員組織です
（小学校６年
生まで利用できます）
。※プチ体験随時受付中。
日 時
内 容
５月15日(土)・21日
（金）
、いずれも午前 依頼会員説明会
15日はオンライン開催です
10時～10時45分

内

５月22日
（土）
午前10時～11時

（おおむね０歳～３歳の子どもと保護者対象、所在は左ページ下の⑨～⑬）
施

設

⑨ゆう
☎800・6694

日

時

内

容

申込・定員

★ママのストレッチと親子ヨガ＆育児相談・妊
①５月12日(水）
②27日(木）
、い
婦相談（助産師の講座）
電話又は直接窓口予約、定
ずれも午前10時30分～11時
①1歳までの子どもと保護者又は妊娠中の人②1 員６組又は12人
30分
歳以上の子どもと保護者又は妊娠中の人

わらべうたであそぼ！
電話又は直接窓口予約、定
５月28日(金)午前11時40分・
おかえりの前に親子一緒にわらべうたでほっこり
員５組
午後３時40分
タイム
５月12日
（水）
そらベビ（赤ちゃん交流会）
午前10時30分～正午
⑩そら
２週間前から電話又は直接
窓口予約、定員６組
（水）
☎380・7436 ５月26日
パパの日制作
午前10時30分～正午
５月７日（金）
・14日（金）
・20日 ２・３歳教室
（木）、
６月４日
（金）
・18日
（金）、①作って遊ぼう②親子でリトミック③親子でＡ ５月６日（木）
までに電 話 予
⑪きしゃぽっぽ いずれも午前10時30分～11 ＢＣ④虫歯予防デー⑤ふれあい遊びと交流会 約、定員５組
２歳～３歳の子どもと保護者
☎865・8005 時30分

５月12日
（水）
ベビーマッサージ
午前10時30分～11時30分 ０歳の子どもと保護者
５月14日
（金）
わらべうたベビ－マッサ－ジ
午前10時30分～11時30分 ０歳の子どもと保護者、バスタオル・飲み物が必要
⑫はる
☎814・6262 ５月19日
（水）
おたんじょうび会
午前11時～11時30分
カ－ド作りや身体測定も行います
５月13日
（木）
午前10時30分～
わらべうたベビーマッサージ
11時30分・午後１時30分～２
0歳の子どもと保護者又は妊娠中の人
⑬こころ
時30分
☎800・6838 ５月19日
（水）
おたんじょうび会
午前10時30分～11時30分

前日までに電話予約、定員５
組
電話又は直接窓口予約、定
員３組
電話又は直接窓口予約、定
員各２組、オイル代100円
電話又は直接窓口予約、定
員４組
広報ねやがわ
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PHOTO

まちの話題を写真で紹介

NEWS

フォト

ニュース
Photo News

“双子の白菜”
にびっくり！
どうして２つも？

くすやまあきただ

楠山瑛唯さん

（市立第七中学校１年生）
〇第８回全日本ジュニアチャンピオンシップ中学１
年生男子重量級３位

スーパーキッズ

でもOK！そんな“スーパーキッズ”
を募集しています。広報誌や市公式
Youtubeなどに掲載されるかも!?
応募は市ホームページ
「企画三課」から
（左のQRコード）
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平池家住宅主屋・長屋門

消防団長 13 年に幕

平池町に所在する平池家住宅の主屋と長屋門が
国の登録有形文化財（建造物）に登録されました。
平池家住宅は安政５年（1858年）に建築。昭和
時代に旧主屋を分割・改修されましたが、近世後
期の北河内地域の大規模な庄屋建築の特徴を残す
貴重な建造物であり、歴史的価値の高い建物であ
ることが評価されました。市内での国の登録有形
文化財の登録は、聖母女学院校舎（現香里ヌヴェ
ール学院）に続き２件目です。
※個人住宅のため、主屋の一般公開はしていません。

市消防団団長柴田五十六（しばた いそろく）さ
んが３月末をもって勇退することに伴い、退任式
が行われました。柴田団長は13年間団長として尽
力されました。
退任式には共に市を守ってきた消防団の同僚も
参列。勇退に当たり柴田団長は「自分の与えられ
た職務を愛することが長年務め上げてきた秘訣」
と話しました。４月からの新団長は中谷峰男さん
が務めます。

市に対して公共の福祉の向上に貢献する寄付が
ありました。ありがとうございます。
久門紙器工業株式会社

あなたの周りに“すごい”子どもは
いませんか？「けん玉がとても上手」
「円周率を永遠に言える」など、なん

国の登録有形文化財に登録

市への寄付
大阪府理容生活衛生同
業組合寝屋川支部

募集

太間町の家庭菜
園で〝双子の白菜〟
が 育ち、収 穫した
足立啓介さんは
「野菜を作って50年近くになりますが、こんな白菜は
初めて」と驚いています。
約60本の苗を栽培。3月中旬に収穫したとこ
ろ、株元から2つに分かれたほぼ同じ大きさの白菜
を見つけました。中河内地区農業改良普及所によ
ると、「害虫などの影響で芯の生長点から脇芽が
出たのでは」と推測。足立さんは「やっと育った
のに2つに分けるのはかわいそう」と、いとおしそ
うにながめていました。

車椅子３台

サーモマネー
ジャーなど

20 代二人が救命
寝屋川消防署から感謝状

国際ソロプチミスト大阪―北東

絵本

バイクで転倒して心肺停止状態になった女性を助
けたとして、市内在住の小薗晶一さん（26歳）と遠
藤愛奈さん（23歳）に寝屋川消防署から感謝状が贈
られました。
遠藤さんが119番通報し、消防隊が到着するまで
の間は小薗さんが傷病者に気道確保や呼びかけを実

施。小薗さんは「大学時代に救命講習を受けたこと
があるが、いざとなるとパニックになった。でも、
自分がどうにかしないといけない、と思って行動し
ました」と振り返りました。遠藤さんも「通報する
のは緊張したが、助かってよかった」と話しまし
た。
広報ねやがわ
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2021 年 5 月号（毎月１日発行）
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ねやがわ 5

自宅で
簡単！

新型コロナウイルス感染症の影響で家で過ごす時間が増え、運動不足になっていません
か？「動かない」状態が続くことにより、筋力が落ちるなどして、「動けなくなる（生活不
活発病）」危険があります。日常生活の中で積極的に体を動かしましょう。
問

ポイ
ント

発行＝寝屋川市
編集＝経営企画部企画三課
（法人番号 6000020272159）

ストレッチ

高齢介護室（☎838・0372）

◦痛みに注意して、伸びている筋肉を意識しましょう。
◦気持ちのいいところで10～20秒間伸ばしましょう。

座ったままでも立ったままでもＯＫ！

腰を反らさず 伸ば 横腹を伸ばします
します

胸を張ります

ント

筋肉
トレーニング

脚を広げ、肩を中に
入れます

ポイ

シルバー人材センター（☎ 072803-7185）
に電話してください。

〒 572-8555 大阪府寝屋川市本町１番１号
☎ 072-824-1181 ㈹ ＦＡＸ 072-825-2637

広報誌が届かないときは

肩を伸ばします

首の筋を伸ばします

◦３～４秒かけて動かし、
３～４秒かけて元に戻します。

家事の合間におすすめ！

ひざがつま先
より前に出な
いように！

市の人口
・世帯数

（4 月１日現在）

人口
計 229,654 人（前月比 -419）

111,052 世帯（+126）

ももあげ

背
 筋を伸ばして手は椅子
のふちを持ち、まっすぐ脚
（もも）を上げます。

ひざ伸ばし

太ももを椅子につけたま
ま、ひざを伸ばします。

かかと上げ

椅子や壁を支えにして、
ゆっくりとかかとを上げ
ます。

市公式アプリ

市フェイスブック

Android用

市ホームページ
市 YouTube
公式チャンネル

なべ

男 111,009 人（-244）

女 118,645 人（-175）

４月の人事異動で広報担当から離れる
こととなりました。
この「あふたーわーど」
を始めようと提案したのは私で、市民の
皆様から
「読んでいるよ」
との声を聞い
たときはうれしかったです。今後とも
「広
報ねやがわ」
をよろしくお願いします。

もっと寝屋川

iOS用

スクワット

肩幅程度に足を広げ、椅
子や机を支えにして、座
るように腰を下ろします。

市ツイッター
見やすいユニバーサルデザインフォントを採用しています。

市インスタグラム

印刷コスト１部 19.80 円（115,000 部発行）

