
＋（プラス）ボタ
ンを押すと目次
が展開

将棋の情報に
特化した
サイトも新設

検索ボタンから、
「キーワード」や
「ぺージID」検索が
できる

ID   検索で
  もっと詳しく！

各記事中にある6ケタの ID を市ホー
ムぺージ内の検索ボタンに入力して検
索すると、さらに詳しい情報が見られ
ます。 市ホームぺージ

基本事項（ F は 郵 メ 往）
①催し名（コース・希望日）
②〒・住所
③氏名（ふりがな）
④電話番号
※はがきの場合、
　〒569-8501は住所の 

記載不要

申込手段の略	
HP  ウェブ申込 は  はがき
窓  窓口 郵  郵送

 電話 メ  メール
F  ファクス 往  往復はがき
● 特に記載のない記事の対象は、市内在住、 

通勤・通学の人
●特に時間の記載のないものは、開庁・開館時間
※掲載している内容は新型コロナウイルス感染症の
影響により変更になる場合があります

日時　4月～6月
場所　市全域
問合　オープンたかつき運営会議（事務局:市観光協会）
　　　℡675-0081
申込　4/28㈭から HP で

自然や歴史、グルメなどを体験する
プログラム約20本を楽しもう

オープンたかつき2022春

日時　4/2㈯　10:00～16:00
場所　野見神社　　
料金　入場無料
問合　福寿実行委員会
　　　℡674-1127（ナガイ）

手作り作家中心のクリエイターによる雑貨
などの展示販売、音楽会などを開催します

福寿マルシェ
ID  031254

対象　未就学児は保護者同伴
日時　4/2㈯・3㈰　11:00～15:20（20分／回、6回）
場所　あくあぴあ芥川
料金　無料
問合　℡692-5041

芥川にいる大きな鳥のお話を聞いた後、
塗り絵カードを作ろう

子どもワークショップ
芥川のでっかい鳥

ID  029503 当日先着各8人

対象　パラリンピック出場などを目指す小学生以上の障がい
者

日時　4/10～来年3/12　14:00～15:30（全10回）
場所　市民プール　　料金　無料（別途施設利用料必要）
問合　℡677-7200
申込　4/4㈪から HP で

一人一人の障がいと泳力に合わせ
水泳指導を行います

パラアスリート
水泳講習会

ID  029274 申込順20人

対象　市内在住の人
日時　4/13㈬、5/11㈬、6/8㈬
　　　13:30～15:30
場所　総合センター1階ロビー
料金　無料
問合　農林緑政課
　　　℡674-7402

花や樹木の育て方や管理などの個別相談を
行います

緑の相談
ID  004121 当日先着各15人

対象　市内在住の60歳以上
料金　無料　　申込　4/4㈪から 窓 で
富田　℡694-7212　4/26㈫　13:00～15:00
郡家　℡685-0479　4/22㈮　10:00～12:00
春日　℡671-7872　4/22㈮　13:00～15:00
芝生　℡678-6620　4/14㈭、5/12㈭　13:00～15:00

スマートフォンの使い方を学びます

すこやかテラス　
はじめてのスマホ体験講座

ID  029517 申込順各20人

対象　市内在住の60歳以上
料金　無料　　申込　4/4㈪から 窓 で
富田　℡694-7212　4/15㈮　13:30～14:30
郡家　℡685-0479　4/27㈬　13:30～14:30
春日　℡671-7872　4/20㈬　13:30～14:30
山手　℡685-4656　4/14㈭　10:30～11:30
芝生　℡678-6620　4/22㈮　13:30～14:30

Wi-Fi接続と市公式LINE登録を学びます

すこやかテラス
スマホ講座

ID  029517 申込順各10人

ID  029567 申込順

対象　市内在住の60歳以上
日時　14:00～15:30
料金　無料
問合　長寿介護課／℡674-7881
富田　4/5㈫　　芝生　4/6㈬　　春日　4/8㈮
山手　4/14㈭　　郡家　4/21㈭

高齢者の体力づくりに関する相談や
体力測定を行います

すこやかテラス
健康サポートひろば

ID  005708 当日先着

対象　市内在住の60歳以上
日時　10:10～、11:10～（各30分）
料金　無料
問合　長寿介護課／℡674-7881
安満遺跡公園SAKURA広場周辺　4/12～26の火曜
富田公民館前屋外広場　4/15㈮・22㈮

足腰の筋力向上などを目指した屋外体操
プログラム。音楽に合わせて楽しもう

もてきんスタジオ
ID  005710 当日先着

対象　市内在住の60歳以上
場所　各すこやかテラスなど
料金　無料
問合　長寿介護課／℡674-7881

午前　10:10～、11:10～（各30分）
●富田　4㈪・6㈬・18㈪・20㈬
●�高槻センター街ビル（高槻町）　5㈫・7㈭・12㈫・ 

14㈭・19㈫・21㈭・26㈫・28㈭
●山手　7㈭・11㈪・21㈭・25㈪
●芝生　13㈬・27㈬
●郡家　14㈭・28㈭

午後　14:10～、15:10～（各30分）
●春日　1㈮・6㈬・12㈫・15㈮・26㈫
●富田　7㈭
●芝生　7㈭・14㈭・21㈭
●郡家　12㈫・20㈬・22㈮
●山手　19㈫

ますます元気体操クラス　
4月

ID  005707

椅子を使った健康体操を行います。体の
筋肉一つ一つを丁寧に伸ばし、鍛えます

当日先着

対象　市内在住の60歳以上　
場所　すこやかテラスなど
料金　無料　　問合　長寿介護課／℡674-7881
午前　10:00～11:30　●山手　6㈬　　●富田　27㈬
午後　14:00～15:30　
●高槻センター街ビル（高槻町）　5㈫・26㈫
●郡家　4㈪　　●芝生　20㈬　　●春日　27㈬

体力作りの基本を学びます。体操体験あり

すこやかエイジング講座
初級　4月

ID  005709

日時　4/9、5/14・28、
　　　6/11・25の土曜 

8:00～9:30　※なくなり次第終了
場所　同館駐車場
料金　入場無料
問合　市農業振興団体協議会
　　　℡674-7402（農林緑政課内）

地元産農産物を販売している農家が集まり、
朝市を開催。新鮮な野菜や花などはいかが

今城塚古代歴史館前朝市
ID  029507

日時　4/10㈰　
　　　12:00～
場所　高槻現代劇場中ホール
料金　無料
問合　市合唱連盟
　　　℡688-1890（マツムラ）

各団体が趣向を凝らしたステージを
披露します

市合唱祭
ID  029061 当日先着600人

当日先着

あて先記載例▶

569-8501

課
○
○
市
槻
高

室
教
△
△
△
△

63

日時　4/16㈯　9:00～10:00
場所　今城塚古墳公園　※雨天中止
料金　無料
問合　今城塚古代歴史館／℡682-0820

復元ハニワの水洗いや古墳の説明板などの
洗浄、公園内のごみ拾いなどを行います

いましろ　大王の杜
クリーンアップ

ID  029511

対象　15歳以上の引きこもりの人、家族など
日時　4/16㈯、5/21㈯、6/18㈯　14:00～17:00
場所　クロスパル高槻
料金　各500円（本人と家族無料）
問合　青少年センター
　　　℡685-3724

ひきこもりに関する不安や悩みなどの
相談にも応じます

ひきこもりを共に考える
交流学習会

ID  029243 当日先着各20人

日時　4/17㈰、5/8㈰　
　　　9:15～14:30
場所　高槻現代劇場和室
料金　各1,000円
問合　高槻茶道会
　　　℡090-5978-0234（タマムラ）

四季折々に相応しい、趣向を凝らした
茶会を開催します。お気軽にご参加を

月釜
ID  029537 当日先着各100人
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ココに入力
パソコン

スマホ

トップ
ページが開く

旬な話題をお届け！

　フロントページ（❶）の「総合窓口」からトップぺージ（❷）を表示すると、上部のメニューから「くら
し」や「子育て」などの分野別で検索することができます。
　❷の右上の検索ボタンをクリックすると、「ライフステージ別」「分野別」「お役立ち」など、目的別
にカテゴリー分けされた検索エリア（❸）が開きます。スマートフォン（❹）では、画面右下のボタンから。

　スマホでの操作性が向上しました。画面サイズに
合わせて自動でデザインが変わります。
　「ページ内目次」（右図）を開くことで、目的の情
報をすぐに見つけることができます。

市公式Twitter新アカウントを開設
おススメのHP更新情報をお知らせ

　ホームページの更新内容から、
イチオシの更新情報をお知らせ。
新型コロナの感染情報や支援施策
なども、このアカウントからお知
らせします。ぜひフォローをお願
いします。

つながる！もっと分かる！

広報誌×ホームぺージ
　今号から広報誌の記事中にID※を掲載しています。市ホーム
ぺージの検索ボタンに入力すると、関連するぺージを見ること
ができます。
※市ホームページ以外は、QRコードを掲載

①記事中のID（6桁）を確認

②検索ボタンから、IDを入力

ウェブ申込対応のイベン
トが増えて、申し込みも
カンタンに！

③関連情報をゲット

高槻市人口　349,385人(－358）
世　帯　数　162,806世帯(－63）
※2月末現在（前月比）

広報たかつき　No.1409	 2022.4

CONTENTS
特　集
将棋のまちの
将棋スイーツ

分野別・目的別にページを検索
スマホでも見やすく

市の手続きや制度、催しなどのお問い合わせは

市コールセンター
℡072-674-7111（年中無休）

平日8:00～19:00
土・日・祝日・年末年始（閉庁日）9:00～17:00

FAX072-674-7050（24時間受付）

片手でタップし
やすい位置に検
索ボタンを配置

❹スマートフォン

Point 2
Point 1

市ホームぺージを
全面リニューアル

　市ホームページを3/22にリニューアルしま
した。今回のリニューアルでは、より見やす
く、情報を探しやすい構成やデザインに一
新。パソコンでも、スマートフォンでも、快
適に利用できるようになりました。
　今号から新しくなった本誌とともに、市ホ
ームぺージをぜひご覧ください。

❶フロントページ（パソコン） https://www.city.takatsuki.osaka.jp

 �広報室
℡674-7306

問

アカウント：
＠takatsuki_koho

❸検索エリア❷トップページ（パソコン）

広報誌は市ホームページにも掲載
※�QRコードは㈱デンソーウェーブの登録商標です

ID  020631

10 クローズアップ １

施政方針
16 クローズアップ 2

お出かけ時の感染対策

30 イベントナビ

36 キラリスポーツ

38 ヘルスケア

41 市政インフォ

48 すくすくタイム

52 おでかけDAYS

53 フォトアルバム

・スポーツ施設のサービスを拡充
・給食の無償化と35人学級編制
・税などのスマホ決済

24 NEWS�Pick�Up
・コミュニティ・スクール
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