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1
　市は、4/1付けで組織を一部見直します。将棋文化
のさらなる振興に向けた取り組みを推進するため、将
棋に係る専門部署として「将棋のまち推進課」を「街
にぎわい部」に新設します。

問合　みらい創生室
　　　℡674-7392
　　　将棋のまち推進課
　　　℡674-7399（4/1㈮から）

ID �033264

5
　蛇口から当たり前に出てくる「水」、もし災害で水
が止まったら…水の備えはありますか？防災を自分事
として考えてもらうために動画を作成しました。
　自ら「水」から備えましょう。

内容　断水したときの行動、災害への備え
問合　�水道部総務企画課�

℡674-7952

動画“たかつき「みずから」防災”�
水の備えや災害時の行動を学ぶ

ID �029288

3
　市は、4月から、重度障がい者が大学などで修学す
る場合に、身体介護などの支援に係る費用を助成しま
す。なお、利用者負担額は所得に応じて異なります。

内容　�重度訪問介護対象者の大学など（大学、短大、
高等専門学校など）への通学、学校内の活動
（排泄、食事など）の支援に係る費用を助成

問合　障がい福祉課／℡674-7164、FAX674-7188
申込　4/1㈮から 窓 で

重度障がい者の�
大学などでの修学を支援

ID �038446

将棋のまちづくり推進へ�
市の組織を一部見直し

2
　市は、同計画の素案に対する市民の意見を募集しま
す。皆さんの意見をお寄せください。

目的　�マンションの管理水準の維持向上、管理状況が
市場で評価される環境整備のために策定

閲覧　�住宅課、行政資料コーナー（市役所本館1
階）、各支所、市立各公民館、各コミュニティ
センター

問合　住宅課／℡674-7525、FAX674-3125、〒569-
8501住所不要

申込　�4/1㈮～5/2㈪に HP 窓 F 郵 で（基本事項と意
見記入。団体の場合は団体名・所在地、代表者
の氏名）

意見を募集�
マンション管理適正化推進計画

ID �037634

4
　市内で飲食店・小売店を新規出店する人に、店舗改
装費の一部を補助します。審査あり。
　
対象　�市内で店舗を賃借または取得し、飲食店および

小売店を新規出店する人　など
補助　店舗改装費の1/2（上限50万円）

※�交付決定後、改装工事から実績報告までの手
続き完了が必要

問合　産業振興課／℡674-7411
申込　4/1㈮～5/31㈫に事業計画書を 窓 で

ID �029444

"魅力あるお店"応援プロジェクト�
新規出店に最大50万円

基本事項（ F は 郵 メ 往）
①事業名
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
※�感染予防のためなるべく来庁を避け、ウ
ェブ申込や電話、郵送などをご利用くだ
さい

あて先記載例▶

569-8501

課
○
○
市
槻
高

△
△
△
△
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6

　市職員が出張して、マイナンバーカードの申請受け
付けや、利活用についての講座を行います。
　日時や場所は相談の上決定します。顔写真の無料撮
影あり。
対象　�申請や講座を希望する人が10人以上（市内在

住者5人以上）いる企業、団体、自治会　など
日時　平日10:00～16:00
場所　申込者が用意する場所
問合　市民課／℡674-7067
申込　希望日の1カ月前までに で

9
　府母子家庭等就業・自立支援センターでは、各種支
援事業を行っています。相談は月～土曜に受け付けて
います（要予約）。
内容
①就業相談や就業情報の提供などの支援
②�専門的な知識を持つ相談員による養育費・生活支援
相談
③�求職中または就業中でスキルアップを目指す人向け
の講習会（下表）の開催。多数抽選。保育あり

問合　�府母子家庭等就業・自立支援センター
　　　�℡06-6748-0263、〒537-0025大阪市東成

区中道1-3-59
申込　�①②は 、③は HP 往 で（基本事項と年齢、

職業、受講動機、保育ありの場合は子どもの氏
名、年齢記入）

就業支援講習会（上半期）

催し名 日時 場所 定員 料金・
申込期限

介護実務者
研修講座※

5/28～10/1　
金・土曜
9:00～18:00
（各全9回）

A、B 各
12人

各15,000円
=4/28㈭

登録販売者
試験対策

6/4～7/16　土曜
10:00～16:00
（全7回）

B 20人 6,000円
=5/6㈮

介護職員
初任者研修

7/30～12/17　土曜
10:00～17:00
（全17回）

B、C 20人 10,000円
=6/30㈭

医師事務作業
補助者試験対
策

8/6～9/24　土曜
10:00～16:00
（全8回）

B 20人 8,000円
=7/6㈬

※受講資格要件あり
※�場所　A=未来ケアカレッジ難波校、B=府立母子・父子福祉セ
ンター、C＝未来ケアカレッジ布施校

希望の場所に出張�
団体向けマイナンバーカード申請

ひとり親家庭の�
就業・自立を支援します 11

　男女とも仕事と育児を両立できるよう、同法が改正
され、段階的に施行されます。事業主は次の内容を整
備・創設することなどが義務化されます。
問合　�大阪労働局雇用環境・均等部指導課
　　　℡06-6941-8940

4月から
●雇用環境を整備
　�育児休業を取得しやすいよう、職場の研修、相談窓
口などの設置

●周知・意向確認
　�妊娠、出産（本人か配偶者）の申し出をした労働者
へ育児休業制度などの個別周知、休業取得の意向を
確認

●�育児・介護休業の取得要件緩和
　�有期雇用労働者の「引き続き雇用された期間が1年
以上」の要件が撤廃され、無期雇用労働者と同様の
取り扱い

10月から
●産後パパ育休の創設
　�子の出生後8週間以内に4週間（28日）まで、分割
して2回取得可能に

●育児休業の分割取得
　子が1歳まで分割して2回取得可能に

改正育児・介護休業法�
4月から段階的に施行

ID �005676 ID �003016 ID �032596

8
　パワーハラスメント防止対策が4月から全事業者の
義務になります。
　事業主は、法に定めるハラスメント防止のための措
置（防止方針の明確化、相談窓口の設置、相談への対
応など）を適切に行わなければなりません。
問合　�大阪労働局雇用環境・均等部指導課
　　　℡06-6941-8940

職場のパワハラ
次の全てを満たす言動
・優越的な関係を背景とした言動
・業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの
・従業員の就業環境を害すること

代表例
身体的・精神的な攻撃
人間関係からの切り離し
過大・過小な要求
個の侵害

パワハラ防止法�
4月から中小企業も義務化

ID �032597

16
　国民年金保険料の納付が困難な、前年所得が一定額
以下の学生は、申請をして承認されると、保険料の納
付が猶予されます。納付期限から2年以内の期間も遡
って申請可。

対象　�大学、短大、高校、専門学校など国が指定する
各種学校に在籍する20歳以上の学生

問合　市民課／℡674-7073
申込　�新規　�4月から年金手帳と学生証を持って 窓 郵

または、各支所で
　　　�継続　�4月上旬までに日本年金機構から届く申

請書を返送

国民年金保険料�
学生納付特例の申請を

ID �029314

10
　4/6㈬～15㈮に「歩行者の安全確保」「安全運転意
識の向上」「自転車の交通ルール遵守の徹底など」を
重点に春の全国交通安全運動が実施されます。また
4/10㈰は「交通事故死ゼロを目指す日」です。
　自転車は車の仲間であるという意識を持ち、危険な
運転はやめて安全な走行を心掛けましょう。また自転
車用ヘルメットの着用や自転車保険などの加入で万が
一の事態に備えるなど、一人一人が交通安全意識を高
めて、交通事故の防止に努めましょう。
問合　管理課／℡674-7592

春の全国交通安全運動�
交通事故死ゼロを目指す

ID �040231

17
　身近な相談役として、5人の行政相談委員が総務大
臣から委嘱されています。国、府、市などの行政につ
いて困ったこと、要望したいことは、ご相談くださ
い。無料。秘密厳守。
　
委員　�神林久子、近藤眞道、尾﨑勉、掛川文子、間石

成人
日時　毎週木曜13:00～15:00　※祝日除く
場所　総合センター12階相談コーナー　※予約不要
問合　市民生活相談課／℡674-7130

国への要望や意見�
お聞きします

ID �037658

15
　市内の緑化推進とブロック塀撤去を進めるため、生
け垣を設置する工事でかかった費用の一部を補助して
います。
対象　�市のブロック塀等撤去工事補助金（上記）の交

付を受け、かつ道路面に一定の条件を満たした
生け垣を新たに設置する工事　

助成　延長1mにつき最大5,000円（上限10万円）
問合　農林緑政課／℡674-7402
申込　�来年1/31㈫までに、申請書などを 窓 で
　　　※工事の着手前に申し込みが必要

ブロック塀撤去に伴う�
生け垣設置に助成金

ID �004123

14
　地震などの自然災害や老朽化に伴うブロック塀など
の倒壊被害を軽減し、道路利用者の安全を確保するた
め、ブロック塀などの撤去費用の一部を補助していま
す。
対象　�道路や公園に面している高さ80㎝以上のブロ

ック塀などを60㎝以下にする工事
補助　�取り壊し面積1㎡につき13,000円（上限100万

円）
問合　審査指導課／℡674-7567
申込　�来年1/31㈫までに 窓 で
　　　※�契約・工事の着手前に申し込みが必要。工事

を2/28㈫までに完了し、市に報告すること

ブロック塀などの撤去に補助

ID �005840

　4月から児童扶養手当の支給額が次のとおり変更
し、5月支給分から反映されます。
問合　子ども育成課
　　　℡674-7832

1人目 2人目 3人目以降

全部 43,070円 10,170円 6,100円

一部 43,060円～
10,160円

10,160円～
5,090円

6,090円～
3,050円

※支給額は所得に応じて計算

12 児童扶養手当支給額が変更

ID �002979

13
　4月分から特別児童扶養手当などの手当額が次のと
おり改定されます。
問合　�障がい福祉課�

℡674-7164、FAX674-7188

・特別児童扶養手当1級� 52,400円
　　　　　　　　　2級� 34,900円
・特別障がい者手当� 27,300円
・障がい児福祉手当� 14,850円
・経過的福祉手当� 14,850円

特別児童扶養手当など�
手当額の改定

ID �037357

7
　いずれも予約優先。顔写真の無料撮影あり。当日必
要なものは予約時にお知らせ。
問合　市民課／℡674-7067
申込　2営業日前までに HP で　※ は17:00まで

身近な場所で�
マイナンバーカード申請受け付け

ID �005595

日時 場所

4/7㈭ 13:00～15:00、�
16:00～19:00 クロスパル高槻

4/21㈭

4/23㈯
10:00～16:00 イオン高槻

4/24㈰

42 | たかつきDAYS　2022.4 たかつきDAYS　2022.4 | 43



21
　市は、今後の施策の指針を定めるため、次の行政計
画などを策定しました。計画は、各担当課、行政資料
コーナー（市役所本館1階）、市ホームページで閲覧
できます。

ID �032200
みどりの基本計画（令和4～13年度）
みどりのまちづくりに関する基本的な方向性を示すた
め策定
閲覧　4月中旬から
問合　農林緑政課／℡674-7402

ID �032195
農林業基本計画（令和4～13年度）
都市農業の振興および森林施策に関する基本的な方向
性を示すため策定
閲覧　4月中旬から
問合　農林緑政課／℡674-7402

ID �029392
環境基本計画（令和4年度～）
環境施策の基本理念を示すため策定
閲覧　4月中旬から
問合　環境政策課／℡674-7486

ID �003788
立地適正化計画（平成29～令和12年度）
水害に関する防災指針の追加など同計画の一部変更
閲覧　4月中旬から
問合　都市づくり推進課／℡674-7552

ID �032080
バリアフリー基本構想（令和4～13年度）
市域全体のバリアフリーに関する方針を示すなど同基
本構想の改定
閲覧　4月中旬から
問合　都市づくり推進課／℡674-7552

ID �036290
学童保育のあり方等に関する基本方針
市の学童保育のあり方などに関する基本的な考え方や
方向性を示す方針として策定
閲覧　4/1㈮から
問合　子ども育成課／℡674-7656

計画を策定

　狂犬病は、り患した動物にかまれることによって感
染し、発症すると100％死亡する恐ろしい病気です。
年1回の飼い犬への狂犬病予防注
射は飼い主の義務です。新型コロ
ナ感染防止のため犬の集合注射は
行いませんので各動物病院で受け
てください。接種後は注射済票（右
図）が交付されますので常時装着
してください。

飼い犬の登録も忘れずに
　生後91日以上の犬は登録が必
要です（生涯1回）。登録時に交
付される鑑札（右図）も常時装着
してください。
問合　保健衛生課／℡661-9331

18 狂犬病の予防注射と�
飼い犬の登録を　

ID �002762

19
　就職や引っ越しなどで、市国民健康保険から他の健
康保険に入った人は、新しい健康保険証が届いた日か
らでなく、資格取得日から市国保の保険証は使用でき
ません。
　資格喪失後に医療機関などを受診し、市国保の保険
証を使用した場合は、市国保が負担した医療費を、後
日返納しなければなりません。
　新しい保険証が手元に届いていない期間は、保険証
に代わる証明書などが発行される場合がありますの
で、発行元（勤務先など）へお問い合わせください。
問合　国民健康保険課
　　　℡674-7079＝医療費の返納
　　　℡674-7075＝市国保の脱退手続き

国保資格喪失後に保険証を使うと�
後日医療費の返納が必要

ID �002403

22
　市内の猫の不妊・去勢手術費用の一部を助成します。
対象　�市内の①所有者不明猫②飼い猫に対して、4/1

㈮～来年3/1㈬に動物病院で不妊・去勢手術を
受けさせた、市に住民登録している人　

　　　※�①は耳カットが必要。②は市・隣接市町内
（府内）での手術だけ

助成　上限は①5,000円＝100匹②2,500円＝200匹
　　　※②は1世帯1頭だけ
問合　�保健衛生課／℡661-9331
　　　〒569-0052城東町5-7
申込　4/1㈮～来年3/1㈬に申請書を 窓 郵 で

猫の不妊・去勢の手術費用�
一部を助成

ID �002757 抽選

23
　民間の認定こども園になる施設（富田幼稚園・富田
保育所）の説明会などを開催。定員あり。
日時　4/24㈰　�13:00～14:00=説明会、�

14:00～16:00=パネル展示
場所　富田幼稚園
問合　保育幼稚園事業課／℡674-7692

認定こども園配置計画�
地域説明会・パネル展示

ID �005328

25
　4/1㈮から緑の募金運動を実施します。皆さんから
寄せられた募金は、各種施設の花壇整備などの緑化推
進に活用されます。
　300円以上寄付した人には記念ピンバッジをお渡し
します。ご支援ご協力をお願いします。
問合　�農林緑政課�

℡674-7402
受付　4/1㈮から 窓 で

緑の募金へご協力ください

ID �004124

28
　皆さんが通勤や通学などで利用する列車でのちかん
犯罪。被害を拡大させないためには、ちかんを許さな
いという気持ちを持ち、お互いに助け合うための「勇
気の一声」が欠かせません。
　また、鉄道警察隊では、24時間相談を受け付けて
います。ちかんなどの被害に遭った場合や目撃した場
合は、悩まず相談してください。
問合　�府警察鉄道警察隊�

℡06-6885-1234

列車内ちかん被害�
相談窓口

ID �032056

26
　10代・20代への性暴力の手口が巧妙になっていま
す。4月は進学就職など、生活環境が大きく変わり、
被害に遭うリスクが特に高まります。アダルトビデオ
出演の強要やJKビジネス、レイプドラッグ、酒に酔わ
せての性的行為、SNSを利用した性暴力などの被害が
起こっています。
　同意のない性的行為の強要は、いかなる理由・関係
性でも性暴力です。被害に遭ったり、困ったりしたこ
とがあればためらわずに、相談窓口電話「#8891（は
やくワンストップ）」へ。
問合　人権・男女共同参画課／℡674-7575

4月は「若年層の性暴力被害�
予防月間」

ID �005986

29
　子どもが食事の場を通じて安心して過ごせる、地域
の居場所づくりを推進するため、子ども食堂運営者に
運営費の一部を補助します。
対象　�次を満たす団体。市内で1年以上継続して子ど

も食堂を運営できる▷月1回以上開催▷10食以
上の食事を子どもに対し準備　など

補助　1回上限7,000円（月4回まで）
問合　子ども育成課／℡674-7174
申込　4/15㈮～来年1/31㈫に 窓 で

子ども食堂の運営者に�
運営費の一部を補助

ID �003008

30
　厚生労働大臣と市長から、4/1付で次の8人が民生
委員児童委員に委嘱されました。任期は令和4年
11/30までです。他の委員については、担当課にお問
い合わせください。
担当地域・委員氏名（敬称略）・住所
北昭和台町1～16番　曽我伸哉（北昭和台町5-26）
富田町1丁目11～18番　野元俊枝（富田町1-14-9-
504）
富田町1丁目19～27・31・32番　久永弘之（富田町
1-21-2）
東天川1丁目、2丁目14～20・24・25番、3丁目
27・28・31番　代美香（東天川3-27-26）
川久保　川邉直美（川久保75）
西之川原1丁目、2丁目（1・3・26・28～34番除
く）　西村美知江（西之川原2-48-1）
南平台4丁目26～43番、5丁目1～6番　藤井裕子（南
平台5-5-15）
日吉台6番町30～41・46・50～54番　谷本ひろみ
（日吉台6-52-20）
問合　福祉政策課／℡674-7162

民生委員児童委員を委嘱

ID �002175

27
　令和3年版「高槻市統計書」（CD-ROM版）を4/1
㈮から販売します。なお、市ホームページでも同内容
が閲覧できます。
料金　100円
場所　法務ガバナンス室
問合　�総務課�

℡674-7418

市統計書を販売

ID �001474

選挙管理委員会定例会
選挙人名簿の登録の抹消など

4/13㈬
10:00～ A

選挙管理委員会事
務局
℡674-7676

農業委員会定例会
農地法規定による許可申請など

4/15㈮
13:30～ B 農業委員会事務局℡674-7421

教育委員会定例会
教育に関する基本方針など

4/20㈬
15:00～ A 教育総務課℡674-7620

24
傍聴には定員あり。事前に各課へ。
場所　A＝総合センター、B＝市役所本館

審議会

ID �017617

20
　市と関西大学は、市政に対する市民の意識やニーズ
を把握し、市政運営の基礎資料とするため、市民意識
調査を共同で実施し、調査結果をまとめました。調査
の質問項目は、「市営バス」「環境」「災害（水害・
土砂災害）時の避難行動」「成年後見人制度」などで
す。
閲覧　�行政資料コーナー（市役所本館1階）、市立各

図書館
問合　�市民生活相談課／℡674-7130

市民意識調査の結果まとまる�
市と関西大学が実施

ID �001861

Q. あなたのお住まいの地域は、
全体的に暮らしやすいと思いますか

そう思う
39.2％

無回答
0.2％

ややそう思う
41.9％

どちらとも
いえない
11.2％

そう思わない
1.6％

あまり
そう思わない
5.8％
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37
　11月開催の同会で、高槻センター街に展示される
巨大絵画を募集。今年のテーマは「みんなのヒーロー
〇〇〇！」
対象　小学生以下の団体
規格　�縦2.5m×横3.5mの画布にアクリル絵具などで

書いた作品　※画布は支給
問合　�同実行委員会／℡674-7411、FAX675-3133�

〒569-8501住所不要（産業振興課内）
申込　�4/1㈮～28㈭に F は で（基本事項と団体名、

年齢構成、人数、紹介文、メールアドレス記
入）

たかつきアート博覧会�
巨大絵画作品

ID �029472 抽選27団体

44
　小学生を対象にした集団保育や管理業務を行う人を
募集。
勤務　�7月から月～金曜=13:30～19:00▷土曜と学校

休業期間=8:30～19:00（土曜は17:15まで）
場所　市立学童保育室
資格　�保育士資格または教員免許を持つ、実務経験者

など
月額　163,350円（ボーナスあり）
試験　5/15㈰
問合　子ども育成課／℡674-7656
　　　〒569-8501住所不要
申込　5/9㈪までに 郵 で

学童保育指導員

ID �037455 選考15人

34
　6/16㈭に生涯学習センターで開催する同会の参加
企業・事業所を募集。
問合　�産業振興課�

℡674-7411
申込　4/1㈮～20㈬に で

障がい者合同就職�
面接相談会　参加企業

ID �032595 選考8社

33
　環境の保全・創造に係る重要事項を審議する同審議
会の市民委員を募集。委嘱期間は6/7から2年。
対象　�市内在住の18歳以上で平日日中に開催する会

議に出席できる人　など（高校生不可）
報酬　日額9,100円
問合　�環境政策課／℡674-7486
　　　〒569-8501住所不要
申込　�4/1㈮～22㈮に 窓 郵 で（基本事項と小論文

「私が高槻市の環境について考えること」、応
募動機（計1,000字以内）、性別、メールアド
レス、略歴記入）

環境・温暖化対策審議会�
市民委員

ID �034279 選考1人

38
　自宅の庭、公園、学校の花壇、道路などで花の手入
れを行っている市内在住の個人、団体、企業などの花
壇作品を募集。自薦、他薦可。入賞者には園芸資材を
贈呈。
問合　�市緑花推進連絡会事務局／�℡674-7512
　　　�〒569-8501住所不要（農林緑政課内）
申込　�4/1㈮～6/30㈭に HP 窓 郵 で（所定の用紙と

写真）
まちかどガーデン部門　自治会やサークルなど団体で
手入れしている公園や学校の花壇など
おうちガーデン部門　個人で手入れしているお庭など

ガーデンコンクール�
すてきな花壇

ID �036821

36
　未就学児のいる家庭を訪問し傾聴する「ホームスタ
ート」のボランティアを募集。受講後は活動を行う。
対象　�市内在住で子育て経験があり、全日程に参加可

能　　
日時　4/20～7/27（全14回）
場所　みらい保育園（宮野町）
料金　無料
問合　庄所子育てすくすくセンター／℡690-7469
申込　4/4㈪から 窓 で

家庭訪問型子育て支援�
ボランティア養成講座

ID �031574 申込順25人

35
　小学生対象の放課後の生活・活動スペースで、活動
プログラムの企画や実施運営補助などを行う人を募
集。
対象　�学校教諭、青少年育成団体などの教育関係の職

業を目指す18歳以上（高校生不可）
場所　�富田青少年交流センター
問合　℡694-5454
申込　4/8㈮から 窓 で

キッズルーム�
ボランティアスタッフ

ID �029391 申込順15人

42
　8/5㈮に開催する平和展「音楽祭」への出演団体を
募集。
対象　市内アマチュア合唱団　など
問合　市人権まちづくり協会
　　　℡647-7825（城北町1）
申込　4/4㈪～15㈮に 窓 で

平和展音楽祭出演団体

ID �029124 抽選5団体

40
　小学生対象の自然体験活動などの事業に参加するボ
ランティアを募集。下記の説明会も実施。

対象　18～29歳（高校生不可）
日時　�4/9㈯　10:00～、
　　　4/15㈮・27㈬、5/10㈫　19:00～（各1時間）
場所　総合センター12階教育委員会室
問合　地域教育青少年課／℡674-7654

キャンプリーダー

ID �029340

41
　桃園ギャラリー、えきちかギャラリーで10月以降
に展示する団体を募集。
対象　市内で創作活動をする団体
料金　�1団体1,000円�

※展示期間は約2週間
問合　�生涯学習センター／℡674-7700
申込　�5/6㈮までに 窓 で

桃園・えきちかギャラリー　�
展示団体

39
　登下校時を中心に、通学路や交差点などで子どもの
安全を見守るセーフティボランティアを募集。
　犬の散歩や買い物時などに活動する「ながら見守り
活動」で気軽に着用できる腕章などの活動物品を貸与
（下写真）。
問合　学校安全課／℡674-7627
申込　最寄りの小学校ヘ 窓 で

セーフティボランティア

ID �004803

43
　市営バスの運転士を募集。
勤務　週4回変則勤務
資格　�昭和33年4/2以降生まれで大型第二種運転免許

所有など
月額　172,957円（ボーナスあり）　試験　5/7㈯
問合　�交通部総務企画課／℡677-3504
　　　〒569-0823芝生町4-3-1
申込　4/11㈪～22㈮に 窓 郵 で

バス運転業務従事職員

ID �033556 選考5人程度

45
　小学生を対象にスポーツやレクリエーションなど集
団保育を行う人を募集。
勤務　�月～金曜13:45～18:00（延長時は19:00ま

で。学校休業中は8:30から）、土曜8:30～
17:00のうち、週3・4日

時給　1,100円
問合　子ども育成課／℡674-7656
申込　随時 窓 で

学童保育室臨時指導員

ID �003014

31
　400mL献血にご協力ください。体重50㎏以上、男
性17～69歳、女性18～69歳（65～69歳は60～64
歳の間に献血経験が必要）。

日時　�10:00～12:00、13:00～16:30�
（10・17日は16:00まで）

問合　市献血推進協議会／℡674-7163

エミル高槻　�4/10㈰・17㈰・23㈯
カインズ高槻店（大塚町1）　�4/21㈭

献血日程

32
　こども会活動の中心的な役割を担うジュニアリーダ
ー研修生を募集。高校生になるとシニアリーダーとし
て活動します。
対象　�小学5年生～中学1年生
料金　�880円
問合　�市こども会連合会事務所
　　　�℡・FAX676-1813=木曜13:00～17:00、野見

町2-33
　　　※�木曜以外は地域教育青少年課／℡674-7654へ
申込　4/28～5/26の木曜に 窓 で

ジュニアリーダー�
新規研修生

ID �029097
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