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高槻市出身で市内在住、J R摂津富田

駅前に事務所を構える建築家。「第 7 回

関西建築家新人賞」、「第９回キッズデ

ザイン賞」を受賞。昨年設計した住宅

ではフランスのデザイン賞「DNA Paris 

Design Awards 2022」を受賞。

堀部直子さん

高槻市出身で市内在住、J R摂津富田

駅前に事務所を構える建築家。「第 7 回

関西建築家新人賞」、「第９回キッズデ

ザイン賞」を受賞。昨年設計した住宅

ではフランスのデザイン賞「DNA Paris 

Design Awards 2022」を受賞。

堀部直子さん

多くの子どもが通う場所は、

どのようにデザインするのか？

高槻市在住の建築家・

堀部直子さんの案内で

注目の建築を訪れました。

子どもと
親のための
建築デザイン。

　城内町にある英語学校「White Rose English 

School」は堀部さんが設計。まず考えたのが、

「子どもたちが見てワクワクする」建物にしたい、

ということ。大きな半円の窓からは、外から見

ても子どもたちが元気に階段を上り下りする

姿を見ることができるようにデザインしました。

「半円は子どもたちが将来へ、世界へつながっ

ていく可能性を表現しています」と堀部さん。

子どもたちの
上り下りが見える階段。

　1 階の事務室の窓は、堀部さんが「顔のように見えたら

子どもたちも喜ぶだろうな」と 4 つの丸い窓を配置。白い

建物に黄色やピンクの差し色が親しみやすさを醸し出し

ています。建物北側の窓も大きくとり、高槻城公園の緑

や人が歩く姿を見ることができます。

顔のように見えてくる窓。

　2 階に2 室、3 階に 2 室ある教室では、日々子どもたちが英語と親

しんでいますが、部屋の光は建物の中央にある大きな窓からとって

います。大きな窓からは階段がよく見えるので、教室との間でコミュ

ニケーションをとることができます。

たっぷり光が差し込む教室。

教室が道路に面していると子どもたちの気が散り

やすいので、少し奥まったところに教室があると、

レッスンに集中しやすいですね。

　多くの子どもが通うスクールでは、送迎時に車が混み合い道路が

渋滞したり、子どもが長時間待たなければならないことも。それを解

消するために、出入り口を2カ所設け、敷地内をドライブスルーでき

るような設計にしました。子どもにも親にもありがたいデザインです。

送迎時の渋滞回避のドライブスルー。

学校の前には認定こども園もあり、朝や夕方はど

うしても車が混み合います。ドライブスルーで車の

流れもスムーズになりました。

ホワイト スクールイングリッシュローズ

White Rose Engl ish School

建築家が

考える
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建築家の視点から見えてくる
子どもたちが心地よく過ごせる場所。

　令和元年に大阪都市景観建築賞を受賞した園舎は、

建築家・竹原義二さんの設計。従来ある建物に建て

増しをして 4 つの棟をつなげています。園舎と広い園

庭の間にはテラスや縁側などの半屋外スペースをたく

さん設け、子どもたちの活動の場としています。保育

室は画一的ではなく部屋ごとにそれぞれ形が違い、窓

の位置の高さもバラバラだったりユニークな設計は、

子どもたちの自由な発想を生み出します。

　高槻の樫田地域を活性化する目的で

つくられた高槻森林観光センターは、緑

と光を融合させる建築を多く手がける

建築家・瀧光夫さんの設計。「これほど

多くの木々や緑に囲まれた建築はなか

なかないもの。小さいときから自然にふ

れることは子どもにとってもすごくいい

こと」と堀部さん。中核となる森林バー

ベキューハウス（写真上・中）には、間近に

木々が迫るテラス席もあります。

　「路地裏のような建物にしましょ

う」。竹原さんの提案で、内部は

まっすぐに続く廊下が少なくて、先

がどこにつながっているか想像さ

せるようなデザインになっています。

廊下などには、人が集まるようなパ

ブリックスペースも多く、「子どもた

ちが自分が好きなスペースを見つ

けて、たこ焼き屋などを開店してい

る自主性に驚きました」と堀部さん。

　地下にある体育館は、子どもたち

がさまざまな遊びができるようにと広

さと天井の高さを確保。ロープやタ

イヤなどを使った約20種類の道具を

用意し、「くぐる」「のぼる」「しがみ

つく」といった、ふだん家ではあまり

できない動きのバリエーションを経験

できます。子どもたちはここで、体の

制御能力、コントロール性を身につけ

ていきます。

それぞれ違う形の保育室が
想像力をかきたてます。

山のことを学べる
森林レクリエーション。

コミュニケーションの場でもある廊下。

さまざまな動きを生み出す体育館。

日吉幼稚園

高槻森林観光センター

あちこちに半屋外のスペースがあって、そこ

で子どもたちがいろいろ工夫して遊びを楽

しんでいるのがいいですね。

　昭和53年にセンター内で最初に建築された総合管理棟

（現在はお菓子と森のカフェ「forêt」 写真下）は、当時は国内にほ

とんど存在しなかったログハウス。丸太を井桁に組んで建

てられた建物は、瀧さんがシイタケのホダ木が積まれている

のを見てインスピレーションを得たそうです。中では木の

温かみを感じられ、「薪ストーブを見ると、子どもたちも楽

しいんじゃないかな」と堀部さん。

薪ストーブが暖かいカフェは、
日本のログハウスの先駆け。

森林バーベキューハウスの柱には鏡が設置され

て周囲の木々が映り込み、視覚的に自然の風

景がつながっているような感覚が面白いです。
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　子どもたちが勉強もできる大きなテーブルが置

かれたダイニング。玄関からそこに続く動線には、

“おかえり手洗い”を

設置。子どもが外か

ら帰ったらすぐ手洗

いする習慣を身につ

けさせます。「小さ

な成功を褒めてあげ

る」のが大事。

高槻の建築家夫婦による
子どもが喜ぶ家づくり。

高槻市在住の夫婦建築ユニット
「のびのび子ども住宅」が
手がけた施工例から、
子どものための家づくりの
ヒントを探します。

子どもが気持ちよく過ごすために

無垢の木の床材で
自然に触れる。
　「家の中で自然に触れるのはい

い」と忠孝さん。床には自然の木

をそのまま切り出して加工をしてい

ない無垢の木のフローリング材を

貼るのがおすすめで、足の指でつか

む感覚を養い、ぬくもりも感じられ、

子どもの感性を豊かにするそうです。
成長に合わせて
有孔ボードを有効利用。
　子どもの服やカバンを引っ掛け

るのに、有孔（穴の開いた）ボードを使

うのもおすすめ。棚柱などにボード

を掛けて、成長に合わせてS字フッ

クの高さなどを調整できます。「穴

の大きさや数も種類があり簡単に

買えます」と眞理子さん。

階段の踊り場に
大人の本棚を。
　「階段の踊り場や廊下に、大人

の読む本や趣味のものを置くス

ペースをつくるといいですよ」と忠

孝さん。親が読む本や漫画、聴く

音楽などを置くことで、「こういう

のが好きなんだな」と子どもに気づ

かせることも必要だそう。

子育て世代が暮らす家の設計・施

工を手がける会社「のびのび子ど

も住宅」を設立した建築家夫婦。

「大きな子ども部屋を望む方もい

ますが、親子で過ごす時間は案外

短い。コンパクトにすることが多い

です」と忠孝さん。

九
く

万
まん

田
だ

眞理子さん・忠孝さん

子どもの家時間を充実させる DIYのヒントを九万田さんに教えてもらいました。

床には
無垢の木を。

3 　こちらの家では、リビングを2階に配置。天井が

高くなることで開放感があり、子どもがどこにいて

も目が届くオープンな空間に。床は無垢の木を使

い、子どもたちが自然のものに触れることができます。

手洗いの習慣がつく建築。2

vol.777 小下がりスペースで親子のびのび

２

　工作好きな小学生の長男のために、汚

しても気にならないよう、玄関と和室の間

に広い土間を確保。運動好きな長女のた

めに壁にクライミングウォールを設置する

など、子どもたちの好きが生きる空間を設

置しました。1階の大人と子ども共用のク

ローゼットから階段下の勉強スペースへと、

無理のない動線がつくられています。

子どもの好きを
生かす空間。1
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申告書は自宅で作成
しておきましょう

年 月 日

千 円

千 円

昭和 平成

令令和和３３年年分分　　　　公公的的年年金金等等のの源源泉泉徴徴収収票票

タカツキ　タロウ

高槻　太郎

本　　　　　　　　　　　　　　　　　　人

人 人人 人 人 人

寡婦

内 人

特　別
障害者

その他の
障害者

ひとり親 特別一般

16歳未
満の扶
養親族
の数

特定 老人 その他
社会保険料の額

障害者の数

その他

所得税法第203条の3第7号適用分

非居住者
である
親族の数老人

源泉控除対象配偶者の有無 控除対象扶養親族の数

所得税法第203条の3第1号・第4号適用分

所得税法第203条の3第2号・第5号適用分

所得税法第203条の3第3号・第6号適用分

千 円

19

大正 令和

9 1
支　払　金　額 源　泉　徴　収　税　額

支払を受ける者

住所又は居所

（ﾌﾘｶﾞﾅ）

氏　名
生年
月日

　高槻市桃園町２－１

明治

区分

66 625

２ ４３３ ２２１ １１ ０８８

※源泉徴収票が複数ある場合は支払金額の合計額

※①①

②② ③③

４４

所得税還付のために
確定申告をする

源泉徴収票の①が
400万円を超えている

①以外の所得金額が
ない 20万円

以下
20万円
超

①が下表のいずれかに該当する

②の合計人数 65歳未満
（昭和33年1/2以後生まれ）

65歳以上
（昭和33年1/1以前生まれ）

0人 105万円超 155万円超
1人 171万3,334円超 211万円超

②の合計人数が2人以上の場合や本人欄（障害者など）に印がある場合は、お問い
合わせください

③に記載されている控除以外に以下の控除がある
扶養控除、社会保険料控除（国保料など）、医療費控除、
生命保険料控除、地震保険料控除、障害者控除、寡婦・ひ
とり親控除、雑損控除など

申告
不要

市・府⺠税の
申告が必要

確定申告
が必要

いいえ はい

スタート

旬な話題をお届け！

高槻市人口　348,530人（－43）
世　帯　数　163,964世帯（＋61）
※12月末現在（前月比）

広報たかつき　No.1419	 2023.2
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平日8:00～19:00
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FAX072-674-7050（24時間受付）
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高槻市は、令和5年1月1日に市制施行80
周年を迎えました。この節目の年を祝し、さ
まざまな記念事業を行います（ 80が目印）

　今年も、市・府民税や所得税
など税の申告時期がきました。
申告の手続きをお願いします。

税税
の申告の申告

市・府⺠税申告の注意点　
申告が必要な⼈
　令和5年1/1時点で本市に住所があり、①②のいずれかに該当する人

① 令和4年中に給与・公的年⾦以外の所得があり、所得税の確定申告が必
要ない人

② 給与・公的年⾦以外の所得だけで所得税の確定申告が必要ないが、雑損
控除や医療費控除などを受けることで市・府民税が軽減される人

年金受給者で確定申告不要でも、 
市・府⺠税の申告が必要なケースも
　公的年⾦などの収⼊が400万円以下で、その他の所得
が20万円以下の人は、確定申告は不要ですが、市・府
民税の申告が必要な場合があります。源泉徴収票を⾒な
がら、確認してください。

ふるさと納税ワンストップ特例を利⽤している人へ
寄附金控除の申告漏れにご注意を
　ふるさと納税ワンストップ特例を申請している人が、市・府民税の申告書や確定申告書を提出した場合は、ワンストップ特
例の適⽤がなくなります。そのため、申告書にはふるさと納税の全ての⾦額を寄附⾦控除額の計算に含める必要があります。

問 市・府⺠税　市⺠税課／℡674-7132
所得税　　　茨⽊税務署／℡072-623-1131

所得税・消費税の確定申告　 ID  037636

●各会場は整理券の配布状況により早めに受け付けを終了する場合あり
●完成した申告書を提出するだけの場合は、整理券は不要です

会場　 総合センター1階展⽰ホール

2/2㈭〜14㈫
9:30～15:00
（14日は14:00まで）

会場　茨⽊税務署

2/16㈭〜3/15㈬
9:00～16:00
※土・日曜、祝日除く。2/19㈰・26㈰は開設

⼊場には⼊場整理券が必要です
整理券は各申告会場の正⾯⽞関前で当⽇8:30から配布。
LINEでの事前発⾏も可能です（取得⽅法は国税庁ホームページ参照）

※土地・建物・株式などの売却による所得、贈与税、相続税の相談は税務署の担当窓⼝へ

市・府⺠税の申告　 ID  037556

会場　総合センター1階展⽰ホール

2/16㈭〜3/15㈬
9:00～11:45、13:00～17:00　
※土・日曜、祝日除く

必要なもの
□ 申告書
□  年⾦や給与の源泉徴収票、⽀払調書、収⽀内訳

書など所得が分かるもの
□ 各種控除に必要な証明書、医療費控除の明細書
□ マイナンバーカード（持っている人）

スマホ申告コーナーあり�スマホ申告コーナーあり�
（マイナンバーカード必要）（マイナンバーカード必要）

※�⼟・⽇曜�
除く

※いずれの会場も⾞での来場はご遠慮ください

申告書の事前⼊手方法
・国税庁HPからダウンロード
・3/2㈭までに電話で取り寄せ
問合　確定申告コールセンター
　　　℡072-623-1131
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 あなたの想いがエネルギーに あなたの想いがエネルギーに

まちを守るまちを守る 消 防 団
消防団って？
　消防本部・消防署と同様に市町村
の消防機関です。「自らの地域は自ら
で守る」という精神で、普段は別の
本業を持つ住民が、非常勤特別職の
地方公務員として災害などに対応し
ます。高槻市では690人（うち女性
13人、令和4年10/1現在）が在籍。

　平常時には訓練や啓発活動、火災時には消防職員の補助的な活動、風水害時には
警戒活動や避難誘導活動などを行う消防団。活動のポイントを3つご紹介します。

知ってほしい

消防団３つのポイント

クローズ
アップ
１

　入団に興味のある人は、消防本部警防課までお気軽にお
問い合わせください。また、身近に消防団員の知り合いが
いる人は、その人に紹介してもらうこともできます。

■入団資格
①市内在住の18歳以上
②健康な人

あなたの活躍を待っています

入団するには

Point1

家庭や仕事と両立

　団員の多くは、家庭や仕事
を持ちながら、消防団の活動
を両立しています。できるこ
とをできる範囲で。中には家
族で団員として活動している
人もいます。

Point2

幅広い人脈

　消防団員はさまざまな年代
や職業の人がいるので、交友
関係が広がります。また地域
に密着した活動を行う中で地
元の人と関わり、たくさんの
出会いがあります。

Point3

報酬・手当

　階級に応じた年額報酬（数
万円程度）や出動報酬（1回数
千円程度）が支給されます。
また被服の貸与や公務災害補
償、退職報償金（勤続5年以
上）などの制度があります。

　　「もしも」の時のために、地域を守る消防団。
　あなたも、消防団の一員になりませんか。

問 消防本部警防課／℡674-7980

お気軽にお問い合わせください
℡674-7980
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このまちは、私たちが守るこのまちは、私たちが守る

平常時の活動 災害時の活動

　普段は別の顔を持つ消防団員たち。それぞれ仕事やプライベートと両立しながら、
自分の特性を生かして日々活躍しています。4人の消防団員に入団したきっかけや、
活動の魅力を聞きました。

訓練
　災害に備え、対応への技術や知識の習得、資機材
の取り扱い訓練を行います。

消火
　火災発生時は、自宅や職場から現場に駆けつけ、
消防職員の補助活動や鎮火後の警戒活動をします。

Q．�平日昼間の活動は難しい�
ですが参加できますか？

A．参加できます。突発の災害事案に対して
は、可能な範囲で出動していただけ
れば結構です。また通常訓練につい
ても土日の実施が多いので、参加し
やすい環境になっています。

Q．�一年間でどんな活動を�
しているの？

A．一年を通じてさまざまな行事がありま
す。例えば、1月に出初式、5・6月に新入団
員対象の教育訓練、12月には歳末特別警
戒、また春と秋の火災予防運動週間には予防
広報を兼ねたパトロールも行います。

Q．�体力がなくて心配です。�
女性の私でもできますか？

A．できます。消防団の仕事は力仕事
だけではなく、例えば避難の仕方を解
説する講話や紙芝居で啓発活動を行う
など、多くの女性が活躍しています。

啓発
　子ども向けの紙芝居や人形劇を使ったイベント参
加や防災展示、講話などの取り組みで普及啓発活動
を行います。

救助
　消防職員と連携し、災害対応や避難誘導を行いま
す。山間部などで遭難が発生すれば遭難者の捜索活
動なども行います。

「守る」を学ぶ、広
げる

安全を確保、命を救
う

消防団Q＆A
教えてほしい

小椋りさ子さん（会社事務員）

　人との関わりを広げたい、
地元に恩返ししたいと思い入
団。体力が必要なことばかり
でなく、私でもできることが
あります。自分の成長にも繋
がっています。

加賀山潤さん（大学生）

　地元のために自分のできる
範囲で誰かの力になりたい。
現場での経験はまだないけれ
ど、世代の壁なく色々な人の
話を聞けるので見聞が広がり
ました。

井上重和さん（小学校教諭）

　きっかけは高校生で阪神大
震災を経験し、地域で災害を
乗り切る大切さを知ったこ
と。活動は仕事でも役立つ
し、地域の人に顔を覚えても
らえます。

久野京子さん
（保育士・幼児体育指導者）

　子育てだけでなく、何かや
りたいと思ったときに募集を
見つけて「これだ！」と。子
ども向けの啓発活動が楽しく
て、紙芝居を作成中です。

Q．�知識や技術がなくても�
大丈夫ですか？

A．大丈夫です。新入団員が対象の教育訓練
があり、消防学校の教官からホース延長や放
水の仕方、その他必要な知識を学ぶ
機会があります。また日頃の訓練で
身に付いていきます。
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高槻版地域共生社会
実現への第一歩
　近年、少子高齢化の進行やライフスタイルの多様化などに
より、福祉分野を取り巻く環境は大きく変化しています。そ
のような中、複雑化・複合化する福祉課題に対応するため、
住民同士が支え合う“地域共生社会”へ移行することが望まれ
ています。
　今回、整備を進めていく「地域共生ステーション」は、福
祉の観点だけでなく、地域づくりや多世代交流も視野に入れ
た「地域共生社会の実現に向けたモデル」となります。この
取り組みや成果を第一歩として、この先、市民が地域の繋が
りのなかで希望や生きがいを持ち安心して暮らすことができ
る“高槻版地域共生社会”の実現を目指します。

高槻市長
濱田剛史

将来に向けた
モデル空間
　地域住民がお互いに寄り添い、支え合える社会
“地域共生社会”の実現に向け、市は川添公園周辺
に、そのモデルケースとなる「（仮称）地域共生
ステーション」を整備します。
※�本記事の施設名称などは、いずれも現時点での
仮称です

問 福祉政策課／℡674-7162

0101 求められる地域共生社会
　“地域共生社会”とは、地域住民や地域
の多様な主体が参画し、人と人、人と社
会が世代や分野を超えてつながること
で、住民一人一人の暮らしと生きがい、地
域をともにつくっていく社会を言います。
　国内では、高齢化の中で人口減少が進
行し、福祉ニーズが多様化、複合化して
います。また人口減による担い手の不足
や、血縁・地縁・社縁といったつながり
の希薄化も課題となっています。人と人、人と社会がつながり支え合う取り組みが生まれやす
いような環境を整える新たなアプローチが求められています。

0303 全ての人にとって…
　生活上の困難を抱える高齢者や障がい者、子ど
もも含め、誰もが、生きがいや希望を持ち、安心
して生活を送ることができるよう、支えが必要な
人に寄り添う地域社会をつくる観点から、このモ
デル空間を整備します。

地域共生ステーションのコンセプト

過ごす人、訪れる人、全ての人が
・希望を持ち、夢を育める機会がある
・安心して過ごせる
・人や地域社会と関わり合いを持てる
・地域や訪れる人のために役割を持てる

�

完成予定は
令和10年度頃

クローズアップ２

地域共生ステーション
整備へ

出典：厚生労働省ホームページ

0202 川添公園周辺を再整備
　整備予定地は、川添公園北側（左地図、約2万
㎡）です（詳細は次のページ）。
　この地域は、生活に必要な買い物ができるお店
や、保育所、幼稚園、小・中学校などがあり、比
較的静かで良好な住環境が整っていて、古くから
地域活動や地区福祉活動が活発です。

132

16
寿栄小寿栄小

市民プール市民プール

総合体育館総合体育館柳川中柳川中

芝生小芝生小
丸橋小丸橋小

川添公園川添公園

場所：川添1丁目

出典：厚生労働省ホームページ
ID  082787
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令和10年度頃に完成
　施設の運営開始は令和10年度頃を予定しています。
令和4年度 令和5年度 令和6年度

基本構想 基本計画・初期造成工事
運営主体検討

令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度

運営開始設計・工事

中消防署富田分署
（整備中）

農福連携広場農福連携広場 福祉施設

屋根付き広場

地域共生センター

エントランス

川添公園
（整備中）

駐車場

駐輪場 鉄塔

インクルーシブ
広場

多目的広場（屋根一部有）
（イベントスペース・障がい者スポーツ対応）

柳川

つどいの広場
地域の子育て支援拠点施設

まるごと相談窓口
困りごとを気軽に相談

マルシェ・フリマ
障がいのある人や地域の人が
作った商品の展示、販売会

eスポーツ体験
eスポーツ体験、介護
予防やリハビリ活用、
ハンデゼロでの競技で
生きがい創出。ゲーム
を通して多世代交流も

※具体的には、詳細な検討・設計によって決定するため内容などが変更する場合があります。写真は全てイメージです

障がい者アート（絵画）
・スポーツ室

コ・ワーキングスペース
インクルーシブな共用オフィス。
障がい者の就労訓練も

障がい者スポーツ教室
専門設備と専門指導員が教室を
開催。社会参加を超えて、スポ
ーツ大会出場を目指す。インク
ルーシブなスポーツ体験教室も

生活困りごとマッチング
外出付き添いのボランティアや、
買い物やゴミ出しのお手伝い

エントランスホール
（地域共生センター）
エントランス開放空間や展
示などのスペース、みんな
の居場所と一体的に利用

カフェ・ベーカリー
（障がい者就労）
地域共生ステーションで収穫
した農産物を利用。子ども食
堂機能付き

福祉の仕事体験

講座開催
スマホ教室

もてきん体操

多目的ホール・
避難所・備蓄倉庫

障がい者・多世代
アート展示会

0505 未来予想図②－事業展開
　人や社会とのつながりの中で自分らしく生きていくことをテーマに、さまざまな事業を展開
します。

0404 未来予想図①－土地利用
　地域共生ステーションの敷地内には、年齢や性別、障がいの有無などに関わらず、全ての人
が人と関わりながら、楽しく、いきいきできる空間となるよう施設を整備します。

福祉施設
介護サービス・グループホームなど。
福祉の仕事体験や福祉避難所としての
機能も想定

農福連携広場
高齢者や障がい者が
農業体験・就労体験
できる

広場
敷地の中央に約9,000㎡の広場。さまざまなイベント
や催し物、障がい者スポーツもできる

外周園路・散策路
園路は、車いす優先レーン
付き。散歩・ジョギング・
健康ウオークができるよう
周回可能な形を予定

インクルーシブ広場
遊具を設置したインクル
ーシブ広場

地域共生センター
さまざまな活動拠点。
エントランスホールで
はイベントや展示など
で交流スペースにも

※具体的には、詳細な検討・設計によって決定するため内容などが変更する場合があります。写真は全てイメージです

パネル説明会
　地域の皆さんにパネル展示による説明
会を開催。個別のご意見・質問にもお答
えします。
日時　3/18㈯10:00～15:00
	 19㈰10:00～13:00
場所　寿栄コミュニティセンター

みんなの居場所
子どもから高齢者まで、障
がいのある人ない人も気軽
に訪れ、共に、または思い
思いに過ごせる場所

展示・図書・啓発コーナー
障がい者アート展示や子ども
絵画展示、その他の地域共生
展示、パンフレット配架など

畑活
プロジェクト
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育
児
休
業
届

職場での職場での
ハラスメントハラスメント
　あなたの職場の人間関係は良好ですか。今、職場での
ハラスメントが人権課題として注目されています。ハラ
スメントがない職場で、誰もが気持ちよく働くために何
ができるか、考えてみませんか。

増え続ける相談件数

　ハラスメントとは、「嫌がらせ」という意味です。相

手を不快にさせたり、個人としての尊厳や人格を傷つけ

たりするなど、人権を侵害する行為を指す言葉です。

　全国の労働局に寄せられる相談件数では、パワハラを

含む職場のいじめ・嫌がらせがここ数年一番多く、令和3

年度は86,000件を超えています（右グラフ）。働く人に

とって、ハラスメントは、とても身近で重大な問題と言

えます。

職場で起こる

ハラスメントの種類と特徴
　職場で起こりうるハラスメントとは、どういったもの
でしょうか。実際に職場で起こっている代表的なハラス
メントとその特徴を紹介します。

パワー・ハラスメント（パワハラ）

　上司と部下、先輩と後輩のような優越的な関係を背景に、物を投げるや
叩くといった暴行、ひどい暴言や仕事を与えないなどの精神的な攻撃のほ
か、過度な業務を与えたり、プライバシーに過度に立ち入ったりすること。
具体例

　同僚の前でささいなミスを長時間にわたって何度も叱責する、自分の意に沿わない人
に仕事を与えない、部下の病歴や家族の話を、本人の了解を得ずに同僚に言う　など

セクシャル・ハラスメント（セクハラ）

　本人の意向に反して、性的な言動を行い、本人を不快な思いにさせるこ
と。また性的な言動を拒否した人に解雇・減給などの不利益を与えること
も。
具体例

　性的な冗談を言いからかう、食事やデートにしつこく誘う、性的な関係を強要する、
必要なく身体を触る、わいせつな写真や動画を見せる　など

パタニティ・ 
ハラスメント
　男性の育児休暇の取得など
に対して、嫌がらせを行うこ
と。

ケア・ハラスメント
　介護のための休業や時短勤
務などの制度を利用する人
へ、嫌がらせを行うこと。

モラル・ハラスメント
　陰口や無視といった言葉や
態度などによって相手を精神
的に傷つけること。

妊娠・出産・育児休業などに関するハラスメント（マタハラ）

　妊娠・出産した女性や育児休業を申し出・取得した人に嫌がらせをした
り、解雇や不当な扱いを示唆したり、制度利用を取得しにくくすること。
具体例

　育児休業取得を考えている労働者に「昇格はない」「辞めてもらう」と言う、短時間
勤務をしている人に「迷惑だ」と言う　など

進む法整備　対策は全事業主の義務に

　職場でハラスメントを受けた人は、働く意欲を失い、

休職や退職してしまうこともあります（右グラフ）。ま

た企業にとっても、職場環境の悪化や生産性の低下、企

業イメージの悪化などにもつながります。

　国は職場のハラスメント撲滅に向けて、法整備を進め

てきました（下図）。現在は全ての事業主に、職場のハ

ラスメント対策を取ることが義務付けられています。

人として尊重し合うことが大切

　人権は、誰もが平等に持っているものです。たとえ上

司、部下という関係であっても、ハラスメントによって人権

を侵害することは、許されるものではありません。職場を

含め社会生活のどのような場面でも、お互いが人として

対等に接し、尊重し合うことが大切です。そのために、ハラ

スメントとはどういう行為かをきちんと理解し、一人一人

がハラスメントのない職場作りを目指して、行動していく

ことが求められています。

出典：  厚生労働省「令和3年度個別労働紛争解決制度の施行状況」より
作成

51,670

59,197

62,191

66,566

70,917

72,067

82,797

87,570

79,190

86,034

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3

職場でのいじめ、嫌がらせ相談件数

48.2%

29.8%

5.2%

パワハラ

セクハラ

マタハラ

過去3年間にハラスメントの相談があったと
回答した企業の割合

出典：厚生労働省「令和2年度職場のハラスメントに関する実態調査報告書」より作成

5.7%5.7%

13.4%13.4%

3.4%3.4%

6.9%6.9%

しばらく会社を休んだ 会社を退職した

ハラスメントを受けた後の行動

パワハラ セクハラ

出典： 厚生労働省「令和2年度職場のハラスメントに関する実態調査報
告書」より作成

ID  083598

問 人権・男女共同参画課／℡674-7575

　お酒を無理やり飲ませるなどのアルコール・ハラスメント、男らしさ、女らしさを強要するジェンダ
ー・ハラスメント、年齢を理由とした嫌がらせを行うエイジ・ハラスメントなどがあります。ハラスメン
トの種類は30以上あると言われ、複数のハラスメントが重なるケースも。

ほかにも・・・

パワハラ防止法
ID  032597

平成19（2007）年
改正男女雇用機会均等法

が施行

事業主の男女労働者への 
セクハラ対策が義務化に

令和2（2020）年
パワハラ防止法が施行

事業主のパワハラ対策が
義務化に

（中小企業は努力義務）

令和4（2022）年
パワハラ防止法の
対象事業者が拡大

全ての事業者が
パワハラ対策の対象に

クローズアップ３ 気持ちよく
働くために
必要なこと
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社会保険労務士が答える

ハラスメント対策
　ハラスメントはどの職場でも起こる可能性があります。
特に、業務多忙な職場や、ミスが許されない厳しい職場で
は、ハラスメントが起きやすいと言われています。ハラス
メントの加害者、被害者にならないために、どうすれば良
いか、社会保険労務士に対策を聞きました。

ハラスメントが起こってしまう原因は？Q

　ハラスメントをしている本人に自覚がないことが大きな要因の一つです。パワハラでは、上司が部下を
指導しているつもりが感情に任せて怒鳴っていたり、セクハラでは、自覚なく体に触れたり、不適切な発

言を行ったりして、知らない間に相手を不快な思いにさせてしまっています。

　またコミュニケーション不足も挙げられます。上司も部下も忙しい職場
では、言葉で伝えず推測で動いていると、誤解が生じ、良かれと思った行

動が逆の結果になることもあります。

A

ハラスメントかどうか、どう判断したらいいですか？Q

　その言動が、業務上必要なものなのかどうかが基準です。また、言動が行われた経緯、業務の内容、受
けた人の心身の状況、2人の関係性など、さまざまな要素から判断されます。下欄のケースを参考にハラス

メントに該当するかどうかを考えてみましょう。

A

加害者にならないためには、
どうしたらいいですか？

Q

　どういった行為がハラスメントに当たるか、まずは

きちんと理解することが大切です（19ページ参照）。

　また、職場にいる部下は、たまたま今同じ職場で働

いているというだけです。自分の思いどおりにはなり

ません。世代や性別、信条、家庭環境など、一人一
人価値観が違う人間だと認識してください。部下を
人として尊重した上で、接していきましょう。

指導するときは
　部下を指導するときも、自身が権力・パワーを持

っていることを自覚し、日頃からコミュニケーショ

ンの取り方やパワハラと取られない指導の方法を身

に付けることが必要です。人格を否定する言動や、

長時間繰り返ししつこく叱ったり、他の職員の前で

大声で威圧的な叱責を繰り返したりしてはいけませ

ん。部下を「育てる」という意識を持ち、指導内容

が、業務に必要なことだと示した上で、指導してい

きましょう。

　イライラや怒りが出てしまう人は、自分の感情を

上手にコントロールするスキルを身に付けることも

必要です。

A

被害者にならないための予防策、
被害を受けたときは？

Q

　普段から職場でのコミュニケーションを取り、自
分の考えや意見を正直に伝えられる関係を築くこと

が理想です。しかし職場の雰囲気や上司の特性によ

り自身の努力では難しい場合もあります。そこで、

ハラスメントを受けたと思うようなことがあれば、

大事になる前にまずは信頼できる同僚や別の上司に
相談してみましょう。それが難しい場合は、職場に
ある相談窓口や右欄の相談先に相談してください。

A

出典：厚生労働省ホームページより作成

※ こんな考えをしていたら、要注意です

■□  部下や後輩、年下の人から意見を言われたり、口答
えをされたりするとイラッとする。

■□  自分が間違っていたとしても、部下に対して謝るこ
とはない。

■□  自分は短気で怒りっぽいと思う。
■□   感情的になって、すぐその場で叱っている。
■□  厳しく指導をしないと、人は育たないと思ってい
る。

■□  なんとなく気に入らない部下や目障りと感じる部下
がいる。

■□  仕事のできない部下には、仕事を与えないほうが良
いと思う。

■□  業績を上げるためには、終業時刻間近であっても残
業を要請するのは当然だと思う。

■□  できる上司は、部下の家庭環境などプライベートな
詳細情報まで把握しているものだと思う。

パワハラチェックリスト

総合労働相談ダイヤル【大阪労働局】
℡0120-939-009　
平日9:00～17:00（火曜は18:00まで）

労働相談センター【大阪府】
労働相談 ℡06-6946-2600
セクハラ・女性相談 ℡06-6946-2601
平日9:00～12:15、13:00～18:00（木曜は20:00まで）

労働相談【高槻市】 ID  004272
火・木曜にクロスパル高槻で実施　
※予約制（事前に電話で、産業振興課／℡674-7411へ）

人権110番【高槻市】人権に関する相談
℡674-7110　平日8:45～17:15

CASE
1

元気がない部下に対し、上司が励ましのつもりで
「しっかりしろよ！」と頭を叩いた。

　頭を叩くという行為はパワハラです。「しっかりしろよ」という言葉も、上司
と部下の日頃の関係性にもよりますが、上司は激励のつもりが部下には苦痛と捉
えられる場合があります。普段から相手の気持ちに寄り添って信頼関係を作り、
その上で励ましの言葉を選ぶ必要があります。

CASE
3

部下が作る書類にミスが多く、上司は会議室に呼んで強く注意をし、
ミスの原因を一緒に振り返った

　強く注意することがハラスメントではありません。部下本人に改善しなければ
ならない課題だと意識づけ、一緒に原因を考えることは、職務上必要な指導で
す。また他人の前ではなく、別室で行うことは、部下への配慮が分かります。

この行為、ハラスメント？ ※ 以下の判断は、一例です。個別の事案の状況などによっては、
判断が異なることもありえます

CASE
2

妊娠した女性社員に配慮して、
「危険だから、出張は他の人に代わろう」と仕事を引きとった。

　「妊娠したら遠出はしたくないだろう」と決めつけることは、部下の仕事の機
会を奪う行為で、マタハラに該当する場合があります。
　一方で、仕事の内容が体に負担をかけるようなもので、女性社員の意向を聞い
た上での提案なら、妊娠中の社員に配慮した行為となります。

この人に聞きました

特定社会保険労務士
松本みどりさん
大阪府社会保険労務士会大阪北摂支部長。
民間企業において人事労務部門で勤務後、
社会保険労務士資格を取得し、平成9年に社
会保険労務士事務所開業

　風通しの良い職場は、職場を構成している一人一人が作るもの。

職場の一員として、上下関係、部署の隔てを気にせずに、意思疎通

できる環境を作りましょう。

相談先

どちらとも
いえる

該当する
恐れが大きい

該当する
恐れが小さい
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日時　2/1㈬～28㈫
場所　ウェブ
料金　無料
問合　大阪医科薬科大学 

℡690-1000

日時　2/26㈰　9:30～15:30
場所　市営バス停「塚脇」集合
料金　無料
問合　市ハイキング協議会
　　　℡671-3761
　　　（ウエハタ、18:00～21:00）

対象　市内在住の人
日時　3/10㈮　9:00～17:00
場所　障がい者福祉センター集合
料金　無料（別途実費あり）
問合　市視覚障害者福祉協会／℡・FAX675-1232
申込　2/3㈮～10㈮に 窓 F で 

（基本事項と年齢、手帳の有無記入）

対象　市内在住の60歳以上
場所　各すこやかテラス
料金　無料　　問合　長寿介護課／℡674-7881
芝生　2/1㈬　14:00～15:30
富田　2/7㈫　14:00～15:30
山手　2/9㈭　14:00～15:30
春日　2/10㈮　14:00～15:30
郡家　2/16㈭　14:00～15:30

対象　身体障がい者、市内在住の人
日時　2/5㈰　13:00～14:30
場所　障がい者福祉センター
料金　無料
問合　市身体障害者団体連合会／℡672-0672 

※手話通訳・要約筆記あり

講師は大阪医科薬科大学病院アレルギー
センター医師・寺田哲也さん

眺望のすばらしい山頂を目指そう。
約13km中級向き

交流を通して、視覚障がい者の理解と
啓発を図ります

体力づくりに関する相談や体力測定を行い
ます。時間内に随時参加可

高槻喉友会・中川嘉孝さんが喉頭がんを 
テーマに講演します

市民講座　アレルギーに
やさしい街たかつき

市民ハイキング
塚脇～三好山～阿武山コース

如是公民館
文化祭

姉妹都市・若狭に泊まろう

視覚障がい者野外活動交流
法隆寺見学

健康サポートひろば

講演会
喉頭がんと私

ID  082341

ID  081625

ID  077118

ID  081132

ID  005708

ID  081823

日時　2/26㈰
　10:30～15:00

場所　如是公民館
料金　無料
問合　℡693-1866

対象　小学4～6年生
日時　3/18㈯8:30～19㈰17:30
場所　総合センター前集合
料金　16,800円
問合　市都市交流協会
　　　℡674-7396
申込　2/3㈮～15㈬に メ で

公民館で活動するサークルの舞台発表と
作品展示です

姉妹都市・福井県若狭町で農家宿泊体験を
行います

場所　真上公民館
料金　無料
問合　℡683-2509
舞台発表と作品展示
　3/4㈯13:30～15:30、3/5㈰10:00～15:00
筆文字体験 抽選各10人
　3/4㈯14:00～、14:30～（各30分）。300円。2/3㈮～
13㈪に HP 窓 で

対象　小学生
日時　3/5㈰　10:00～13:00
場所　今城塚公民館
料金　無料
問合　℡683-3331
申込　2/6㈪～13㈪に HP 窓 で

公民館で活動するサークルの発表・展示などを
行います

ステージ発表やディスコン・工作などの体験
ができます

真上公民館まつり

今城塚公民館
こどもまつり

日時　2/14㈫　13:30～15:00
場所　高槻阪急（白梅町）
料金　無料
問合　ワークサポートたかつき
　　　℡684-1112
申込　2/3㈮～13㈪に で

子育て世代の女性など向け就職支援 
セミナー。保育あり（要予約）

マザーズセミナー
ID  079666

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
※ 各記事中に住所の記載があ 

るものは、記載の住所へ。 
記載のないものは 
〒569-8501 

（住所記載不要）へ

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
●時間の記載のないものは、開庁・開館時間
● 高槻城公園芸術文化劇場は「芸術文化劇

場」に省略
※ イベントの中止・延期などの開催情報は、市ホ

ームページ（ ID  048151）または、各イベント
のホームページで、事前に確認してください

当日先着100人

抽選18人

申込順各10人 当日先着各20人

申込順各20人 当日先着50人

申込順50人

今号に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中止・延期になる場合があります（1/18現在）

日時　2/18㈯ 
10:00～12:00

場所　高槻子ども未来館
料金　無料
問合　地域教育青少年課／℡674-7654
申込　2/6㈪から HP で 

※手話通訳・要約筆記あり

講師は宮本広志五段。後日ウェブ参加 
あり。保育あり（要予約）

プロ棋士に聞く
やる気継続のコツ

ID  073079 申込順60人

抽選

抽選45人

対象　60歳以上
日時　4月～来年3月（全6回程度）
場所　市立各公民館
料金　無料（一部実費あり）
問合　各公民館
申込　2/3㈮～21㈫に HP 窓 で

磐手　　℡685-2110。80人　城内　　℡671-4644。70人
芥川　　℡683-1423。60人　真上　　℡683-2509。60人
富田　　℡693-1671。70人　今城塚　℡683-3331。70人
阿武山　℡693-0188。50人　南大冠　℡673-1477。50人
三箇牧　℡677-0965。60人　北清水　℡687-3190。60人
五領　　℡669-6169。80人　日吉台　℡688-6636。80人
如是　　℡693-1866。60人

公民館で講座や見学会などを隔月で実施します
高槻稲穂塾
ID  081962

ID  080023

対象　市内在住の60歳以上
料金　無料
申込　2/3㈮から 窓 で
①芝生　℡678-6620　2/24㈮　13:30～14:30
②富田　℡694-7212　2/17㈮　13:30～14:30
②郡家　℡685-0479　2/22㈬　13:30～14:30
③春日　℡671-7872　2/15㈬　13:30～14:30
③山手　℡685-4656　3/9㈭　10:30～11:30

①Wi-Fi接続②検索力③LINE
すこやかテラススマホ講座
ID  080579

対象　市内在住の60歳以上
料金　無料　　申込　2/3㈮から 窓 で
富田　℡694-7212　2/28㈫　13:00～15:00
郡家　℡685-0479　2/24㈮　10:00～12:00
春日　℡671-7872　2/16㈭　10:00～12:00
山手　℡685-4656　3/2㈭　13:00～15:00
芝生　℡678-6620　3/9㈭　13:00～15:00

スマホの基本操作やカメラの使い方など

すこやかテラス
はじめてのスマホ体験講座

ID  080579

ID  047499 申込順各20人
赤大路コミュニティセンター
入門絵画、陶芸、初級英会話、着物着付、フラダンス、フラワーアレン
ジメントジュニア、子ども体育教室、リトミック
日時　4月から　　料金　800～2,000円／月
問合　℡695-5563　　申込　2/3㈮から 窓 で
ID  083834 申込順
阿武野コミュニティセンター
英会話、シルバーエイジピアノ、子ども書道教室、親子リトミック
日時　4月から　　料金　1,200～4,000円／月
問合　℡696-0921
申込　2/5㈰から 窓 で（子ども書道教室は3/4㈯から、

親子リトミックは3/5㈰から）
ID  084771 申込順各20人
奥坂コミュニティセンター
リズム健康体操
対象　市内在住の20歳以上　　料金　各500円
日時　3/2㈭・16㈭　10:00～、 

3㈮・17㈮　13:30～（各1時間）
問合　℡684-1375
申込　2/8㈬から 窓 で

一部別途教材費・入会金必要

コミュニティセンター 
主催講座

対象　パソコン、タブレット、 
スマホなどの初心者

日時　2/4㈯・18㈯　10:00～12:00
場所　富田ふれあい文化センター
料金　無料
問合　℡694-5451

パソコンやタブレット、スマホなどのお悩み
を個別に相談できます

はじめてのパソコンなど
個別相談会

ID  080241ID  081822 申込順10人
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日時　2/18㈯　13:30～15:00
場所　大阪医科薬科大学
　　　本部キャンパス（大学町）
料金　無料
問合　℡683-1221

医師や薬剤師、看護師が最新の痛み治療などに 
ついて講演します

日時　3/3㈮　10:00～12:00
場所　クロスパル高槻
料金　無料
問合　男女共同参画センター／℡685-3725
申込　2/3㈮～14㈫に HP 窓 で

女性の視点から防災備蓄について学びます。
保育あり（要予約）

市民公開講座
痛み治療について

やさしい防災備蓄セミナー

ID  079805

日時　2/22㈬　10:00～12:00
場所　総合センター14階会議室
料金　無料
問合　コミュニティ推進室／℡674-7462、FAX674-7781
申込　2/3㈮～21㈫に HP F で（基本事項記入）

団体の事例発表から市民公益活動を学びます
高槻まちづくり塾
ID  082304

日時　2/21㈫　14:00～16:00
場所　日吉台公民館
料金　無料
問合　℡・FAX688-6636
申込　2/3㈮～10㈮に HP 窓 F で 

（基本事項と年代、性別記入） 
※手話通訳あり

講師は新聞うずみ火・矢野宏さん。
保育あり（要予約）

ふれあいアップ講座
情報と付き合い方

ID  080921

対象　市内在住の人
場所　高槻現代劇場レセプションルーム　　料金　無料
問合　西村治郎司法書士事務所／℡668-4016
法律講座 当日先着100人
　　　2/19㈰13:00～15:00
無料相談会 申込順15組
　　　2/19㈰15:00～16:30。2/1㈬～17㈮に で

遺言の作成方法や相続の手続きについて
分かりやすく説明します

知って安心
遺言と成年後見制度

ID  081648

対象　小学4年生以上 
（小学生は保護者同伴）

日時　2/19㈰　13:30～15:30
場所　あくあぴあ芥川
料金　無料
問合　℡692-5041
申込　2/3㈮9:00から で

大阪市立自然史博物館・中条武司さんが
砂浜の危機的状況を紹介

砂浜の砂　 
その様々な色や形、そして未来

ID  081415

日時　2/28㈫　10:00～12:00
場所　南大冠公民館
料金　無料
問合　℡673-1477
申込　2/3㈮～13㈪に HP 窓 で

日時　2/26㈰　10:00～12:00
場所　クロスパル高槻
料金　無料
問合　青少年センター／℡685-3724
申込　2/3㈮～9㈭に HP 窓 で

日時　2/19㈰　13:30～15:30
場所　クロスパル高槻
料金　500円
問合　府マンション管理士会高槻支部 

℡080-3784-9386（ヤマグチ）、FAX687-1136
申込　2/3㈮～18㈯に F で 

（基本事項記入）

マンション保険料の基準や支出低減の
具体策を説明します

講師はCAPみしま・大阪。
保育あり（要予約）

若者に多い消費者トラブルや注意点などに 
ついて学びます

マンション管理セミナー

子どもたちの
笑顔あふれるまちづくり

18歳成人で知っておきたい
「大人の責任」

ID  073992

ID  079295

ID  082028

申込順40人

今号に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中止・延期になる場合があります（1/18現在）

日時　2/18㈯　13:30～15:30
場所　総合センター4階会議室
料金　無料
問合　市都市交流協会／℡674-7396
申込　2/3㈮～15㈬に メ で

イタリア人講師・ビアンカさんが
イタリア文化について紹介します

知っチャオ
イタリア

申込順30人

当日先着100人

抽選40人

申込順50人

日時　2/24㈮　10:30～12:00
場所　芥川公民館
料金　無料
問合　℡683-1423
申込　 2/3㈮～16㈭に HP 窓 で

市の景観施策や制度、素晴らしい景観例を
紹介します

公民館で知る市政
わが町高槻のええとこ編

ID  069488 抽選40人

対象　小学3～6年生
日時　2/25㈯　 

9:30～、11:00～（各1時間）
場所　総合センター14階会議室　　
料金　無料
問合　市都市交流協会／℡674-7396
申込　2/3㈮～15㈬に メ で

姉妹都市オーストラリア・トゥーンバ市の講師と
ゲームなどをして遊びます

英語DE遊ぼう
オーストラリア編

申込順各12組

対象　中学生以上
日時　2/25㈯　10:00～11:30
場所　南大冠公民館
料金　無料
問合　℡673-1477
申込　2/3㈮～9㈭に HP 窓 で

淀川から採取したマイクロプラスチックの
展示や川ゴミの現状など

環境講座
川ゴミを減らそう

ID  081225 抽選25人

抽選20人

日時　2/26㈰　10:00～12:30
場所　富田青少年交流センター
料金　無料
問合　℡694-5454
申込　2/3㈮から HP 窓 で

講師は玩具研究家・岩城敏之さん、 
風船技士・まっきーさん

家族でGo
アナログゲームとバルーン

ID  081313 申込順45人

対象　小学4年～中学生（保護者同伴可）
日時　2/26㈰　13:30～15:30
場所　クロスパル高槻
料金　無料
問合　青少年センター／℡685-3724
申込　2/3㈮～9㈭に HP 窓 で

動物園のお医者さんたちから動物の面白さや 
命の大切さを学ぼう

いのちってなんだろう？
ID  081269 抽選20人

抽選25人

対象　市内在住のおおむね60歳以上
日時　2/28㈫　14:00～15:30
場所　総合センター6階会議室
料金　無料
問合　長寿介護課／℡674-7881
申込　2/3㈮から HP 窓 で

友人やグループ仲間に伝えてほしい社会参加
の専門知識を学ぶ講座

すこやかエイジング講座
上級編

ID  082144 申込順12人

日時　3/1㈬～31㈮
場所　ウェブ
料金　無料
問合　市障害児者団体連絡協議会／℡672-0672 

※手話通訳・字幕あり

武庫川女子大学教授・松端克文さんによる 
講演を視聴

障害者権利条約推進
高槻地域フォーラム

ID  082285

日時　3/2㈭　15:30～17:30
場所　富田ふれあい文化センター
料金　無料
問合　市人権まちづくり協会／℡694-5451、FAX694-5453
申込　2/6㈪～17㈮に 窓 F で（基本事項記入） 

※手話通訳あり

性の違和感を感じ育った今西千尋さんの講話。
保育あり（要予約）

自分らしく生きること
そして家族の絆

ID  081404 申込順70人

ID  082165 申込順24人

対象　パソコンの基本操作ができる人
日時　3/3㈮　13:00～15:30
場所　障がい者福祉センター
料金　無料
問合　℡672-0267、FAX661-3508
申込　2/3㈮～24㈮に HP 窓 F で（基本事項記入）

高槻筆記通訳グループ・エールからパソコン
を使った要約筆記を学ぶ講座

要約筆記ボランティア
体験講座

ID  081796 申込順6人

対象　小学2～6年生
日時　3/4㈯　10:00～12:00
場所　城内公民館
料金　600円
問合　℡671-4644
申込　2/6㈪～13㈪に HP 窓 で

高校生の指導で初めての「油絵」を
体験します

公民館キッズチャレンジ
高校生と油絵体験

ID  082101 抽選20人

申込順30人
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日時　3/7㈫　13:30～15:30
料金　無料
問合　℡672-0267、FAX661-3508
申込　2/3㈮～24㈮に HP 窓 F で 

（基本事項と参加人数記入）　※手話通訳・字幕あり
障�がい者福祉センター　60人　　ウェブ　100人

親なきあと相談室関西・藤井奈緒さんと
親あるうちの未来への備えを考えます

福祉講演会　�
障がい者家族の未来のために

ID  081786

対象　タブレット初心者
日時　3/6㈪・23㈭ 

10:00～、13:00～（各2時間）
場所　富田ふれあい文化センター
料金　各700円
問合　℡694-5451
申込　2/6㈪から 窓 で

基本的な操作方法などを実践。タブレットの
楽しさ、便利さを体験

はじめてのタブレット講座
ID  080106 申込順各10人

申込順

対象　中学生以上
日時　3/19㈰　9:30～12:30
場所　北消防署阿武野出張所
料金　無料
問合　北消防署／℡687-0119
申込　2/19㈰～3/12㈰に HP 窓 で　 

※最寄りの消防署でも受け付け

AEDを用いた心肺蘇生法、応急処置。
普通救命講習修了証授与

応急手当講習会
（普通救命講習Ⅰ）

ID  079471 申込順30人

対象　15歳～おおむね30歳未満
日時　3/19㈰　13:30～15:30
場所　クロスパル高槻
料金　無料
問合　青少年センター／℡685-3724
申込　2/1㈬～28㈫に HP 窓 で

講師はイメージコンサルタント・
KATSURAさん

個性を活かす
パーソナルカラーレッスン

ID  081307 抽選20人

日時　2/14㈫　14:00～15:00
場所　磐手公民館
料金　無料
問合　℡685-2110
申込　2/3㈮～7㈫に HP 窓 で

サフランによるマンドリンアンサンブル 
コンサートです

バレンタイン
ロビーコンサート

ID  081559 抽選40人

日時　2/ 18㈯　12:00～16:00、 
19㈰　10:00～15:00

場所　北清水公民館
料金　無料
問合　℡687-3190

公民館を拠点に活動するグループによる
舞台発表や展示

北清水公民館
グループ活動発表会

ID  080860

対象　市内在住のおおむね40～74歳
日時　3/10㈮・24㈮ 

10:00～12:00（全2回）
場所　保健センター　　料金　無料
問合　健康づくり推進課 

℡674-8800、FAX674-1551
申込　2/3㈮～3/7㈫に HP 窓 F で 

（基本事項と生年月日記入）

健康をサポートする実践と講話の教室。
前年度参加者は応相談

健康教室
ID  005451 申込順25人

対象　パソコン初心者
日時　3/9㈭・10㈮　 

13:00～16:00（全2回）、 
3/29㈬・30㈭　13:00～16:00（全2回）

場所　富田ふれあい文化センター
料金　各2,400円
問合　℡694-5451
申込　2/6㈪から 窓 で

基本的な操作などを実践。パソコンの便利さ
を体験します

はじめてのパソコン講座
ID  080091 申込順各12人

対象　市内在住の人
日時　2/16㈭　10:00～12:00
場所　阿武山公民館
料金　無料
問合　℡693-0188
申込　2/3㈮～10㈮に HP 窓 で

戦渦の兄妹の姿を通し戦争の悲惨さを 
学びます。実写版

映画
「火垂るの墓」

ID  078355 抽選20人

日時　2/18㈯　13:30～14:30
場所　春日ふれあい文化センター
料金　無料
問合　市人権まちづくり協会
　　　℡671-9604、FAX671-9605
申込　2/6㈪～15㈬に F メ で（基本事項記入） 

※字幕あり

中学2年生のヤングケアラーが主人公の物語です。
保育あり（要予約）

人権教育映画会
「夕焼け」

ID  081122 申込順80人

対象　15歳～おおむね30歳未満
日時　3/11㈯　13:30～15:30
場所　クロスパル高槻
料金　無料
問合　青少年センター／℡685-3724
申込　2/1㈬～28㈫に HP 窓 で

初心者＆若者向けに、知って損しないお金の
運用や将来設計を学びます

若者のための�
マネープラン教室

ID  081299 抽選20人

日時　2/19㈰　13:00～15:00
料金　無料
問合　市都市交流協会／℡674-7396
申込　2/3㈮～15㈬に メ で
市消防本部　50人
ウェブ　100人

姉妹都市・島根県益田市の伝統芸能の
石見神楽をオンラインで中継

石見神楽オンライン上演会
申込順

対象　市内在住の60歳以上
日時　3/11㈯　14:00～16:00
場所　春日すこやかテラス
料金　無料
問合　℡671-7872
申込　2/3㈮9:00から 窓 で

肌のお手入れやお化粧を楽しむ
アクティビティ講座

60歳からの
いきいき美容教室

ID  081509 申込順20人

日時　3/12㈰　10:00～12:00
場所　芥川公民館
料金　無料
問合　℡683-1423
申込　2/3㈮～28㈫に HP 窓 で

講師は音楽講師・小濱達郎さん。 
保育あり（要予約）

里山の音楽家　�
自給自足暮らしを語り奏でる

日時　2/11㈷・12㈰　9:30～17:00
（12日は16:00まで）

場所　富田公民館
料金　無料
問合　市富田文化協会
　　　℡696-0490（カトウ）

書道や茶道、華道など12部門の作品を展示
発表します

新春富田文化展
ID  079987

問合　高槻現代劇場／℡671-9999
プレイベント　指揮者と現代作曲家
の語らい 申込順205人　 80
　 4/16㈰15:00～17:00。芸術文化劇場南館太

陽ファルマテックホール。500円。2/9㈭～
4/15㈯に HP 窓 で
演�奏会 申込順1505人　 80 � 5/7㈰15:00～17:00。
　 芸術文化劇場南館トリシマホール。5,000円、学生1,000

円。2/9㈭～5/6㈯に HP 窓 で　※友の会割引あり

森麻季、錦織健ら人気ソリストと
市民合唱団の演奏

ベートーヴェン「第九」演奏会

日時　2/18㈯～5/14㈰　10:00～17:00
（原則月曜は休館。入館は16:30まで）

場所　しろあと歴史館
料金　無料
問合　℡673-3987

ひな人形や武者人形など、明治から昭和時代初期の
節句飾りを紹介

トピック展示
ひな飾りと五月飾り

ID  080499

今号に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中止・延期になる場合があります（1/18現在）

日時　3/19㈰　13:30～16:00
場所　芸術文化劇場南館トリシマホール
料金　無料　　問合　危機管理室／℡674-7314
申込　2/3㈮～21㈫に HP で
　　　※手話通訳・要約筆記あり

3/19㈰ 防災シンポジウム　 申込順500人ID  081710 80

　大阪府北部地震や台風第21号からまもなく5年
を迎える今、今後起こり得る災害に備えシンポジ
ウムを開催します。

第1部　市民防災協議会発足式

第2部
基調講演「災害対応は義理と人情」

第3部
特別対談
「自治体間における水平連携の重要性」

福島県相馬市長
立谷秀清さん

高槻市長
濱田剛史

ID  075369 抽選40人

対象　未就学児は保護者同伴
日時　2/23㈷　14:00～15:00
場所　あくあぴあ芥川
料金　無料
問合　℡692-5041
申込　2/3㈮9:00から で

グループ・ジュネスによるコンサートを
開催します

あくあぴあ
クラシックコンサート

ID  081402 申込順30人
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日時　3/4㈯　10:00～12:00
場所　芥川公民館
料金　無料
問合　℡683-1423
申込　2/3㈮～17㈮に HP 窓 で

高度経済成長期のどんな環境でも前向きに 
生きる人々の群像劇

なつかしの名画座
「キューポラのある街」

ID  081107 抽選60人

日時　4/23㈰　14:00～17:30
場所　芸術文化劇場南館トリシマホール
料金　1階席1,500円、2階席1,000円
問合　高槻現代劇場／℡671-9999
申込　2/9㈭～4/22㈯に HP 窓 で

高校和太鼓部など市内和太鼓チームの他、
ゲストとして鼓童が出演

たかつき和太鼓 
フェスティバル

日時　3/4㈯・5㈰　10:00～17:00
（5日は16:00まで）

場所　五領公民館
料金　無料
問合　℡669-6169

五領地域で活動するサークルの作品展示と
舞台発表です

五領文化展
ID  080246

対象　小学生以上
日時　2/13㈪　19:00～20:30
場所　古曽部防災公園体育館
料金　無料
問合　℡681-0031

障がい者スポーツを気軽に体験できる
教室です

障がい者スポーツ講習会
フロアバレーボール

ID  029487 当日先着20人

日時　3/4㈯　13:00～16:15
場所　高槻現代劇場中ホール
料金　2,500円（当日3,500円）、 

学生1,000円（当日2,000円）、 
中学生以下無料　※友の会割引あり

問合　℡671-9999
申込　3/3㈮までに HP 窓 で

能「菊慈童」田中隆夫、狂言「棒縛」茂山逸平ほか
たかつき市民能
申込順600人

対象　未就学児は保護者同伴
日時　2/11㈷・12㈰ 

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

魚の形や暮らし方を観察して、魚の
ステンシルカードを作ります

おさかなステンシル
ID  081409 当日先着各6人

日時　3/4㈯　13:30～14:20
場所　クロスパル高槻
料金　小学生以上500円、未就学児無料
問合　かげえ劇アクト座 

℡681-3071（ナカノ）
申込　2/6㈪～3/3㈮に で

「子どもの詩」「とびたいぞう」
「ぶきゃぶきゃぶー」など

かげえ劇
ワンコインシアター

ID  066927 申込順60人

日時　2/19㈰・26㈰　 
10:15～12:00

場所　今城塚古代歴史館
料金　300円
問合　℡682-0820
申込　2/7㈫までに HP で

オリジナルのハニワを作ります。
作品は約1カ月後に手渡し

今城塚古代歴史館
ハニワづくり教室

ID  080305 抽選各15人

日時　2/18㈯・25㈯　 
10:15～、13:30～

場所　今城塚古代歴史館
料金　ロウ石の色が白300円、ピンク・マーブル400円
問合　℡682-0820
申込　2/7㈫までに HP で

好きな型紙を選び、ロウ石を削って勾玉を
作ります

今城塚古代歴史館
勾玉づくり教室

ID  080304 抽選各5組

今号に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中止・延期になる場合があります（1/18現在）

対象　市内在住の人
日時　3/5㈰　10:00～12:00
場所　阿武山公民館
料金　無料
問合　℡693-0188
申込　2/9㈭～21㈫に HP 窓 で

ピアノとコントラバス演奏、阿武山中学校吹奏楽部
の演奏

阿武山公民館
音楽祭

ID  080955 抽選40人

日時　2/25㈯　10:00～12:30
場所　三箇牧公民館
料金　無料
問合　℡677-0965
申込　2/3㈮～10㈮に HP 窓 で

心に響く楽器演奏や歌声をお楽しみください

三箇牧公民館
音楽祭

ID  079325 抽選40人

日時　3/12㈰　11:00～16:00
場所　生涯学習センター2階多目的ホール
料金　無料
問合　N.S.B／℡676-0883（シチダ）

オカリナやチェロ、ピアノの三重奏を
お楽しみください

TrioYou
ハートフルコンサート

ID  045628 当日先着300人

日時　2/26㈰　14:30～
場所　クロスパル高槻
料金　無料
問合　℡685-3721

高槻音楽家協会による美しい音楽の生演奏を
お楽しみください

サロンコンサート
当日先着100人

日時　2/28㈫、3/2㈭・3㈮ 
10:00～17:00

場所　生涯学習センター2階多目的ホール
料金　無料
問合　市シニアクラブ連合会 

℡683-9029

老人クラブ会員が日頃練習している
成果の発表をします

市シニアクラブ連合会
演芸大会

ID  082272

ID  063566

「将棋のまち 高槻」として、市民
の皆さんにより身近に将棋を親
しんでもらうための詰将棋のコー
ナー。棋士からの出題に挑戦して
みましょう。
将棋のまち推進課／℡674-7399

はじめに
　将棋は、相手の玉を早くつかまえたほうが勝ちのゲームです。詰
将棋は、玉をつかまえる（＝詰ます）手順を考えるゲームで、一人で取
り組めるうえ、たくさん問題を解くことで「先の展開を正しく考える
力」が身につき、将棋の実力アップにもつながるといわれています。

ルール
1. 自分（攻方）は、つねに連続で相手（玉方）に王手をか

ける
2. 相手は盤面に出ている自分の持駒以外の玉を除く全ての

駒を持っている
3. 相手は最善を尽くし、最も長く手数がかかるよう逃げる
4. 相手は無駄な合駒（間に駒を打つ、または間に駒を移動

して守ること）をしない
5. 以上のルール以外は、駒の動かし方や一手交代で指すこ

となど、普通の将棋と同じ

今月のお題　　5手詰

一

9 12345678

二

三

四

五

六

七

八

九

自
分

先
手

持駒
なし

金

歩

香

馬

角

玉

龍

飛

金

出題棋士　都成 竜馬七段
答えは、46ページ

第9回

将棋のまち高槻

ヒント
守りの龍を翻弄する

水彩画教室Pastel展覧会  
日常を彩る水彩展
　2/24㈮～3/1㈬

エミル高槻2階

展示館けやき

くすの木書画作品展／
墨翠会作品展
　2/14㈫～27㈪
寿栄墨彩会作品展／
市俳句連盟作品展
　2/28㈫～3/13㈪

JR高槻駅南側地下通路

えきちかギャラリー
絵画教室オカダアトリエ新木会作品展
　2/2㈭～15㈬
企画展 

「たかつきの昔ばなしと生きもの」
　2/16㈭～3/1㈬

総合センター1階ロビー

桃園ギャラリー

申込順1505人 80
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教えてくれたのは

高槻市少林寺拳法連盟
坂元　忠昭 さん

vol.11

　仲間と楽しく、自分の成長や
健康のために、生涯付き合える
スポーツを見つけてみてはいか
がでしょう。キラリ輝くスポー
ツの魅力を伺いました。

仲 間と鍛え高める
心と体

少 林 寺 拳 法
　少林寺拳法は、中国の武術「少林
拳」と異なり、戦後日本で一人でも
多くの若者が世の中で活躍できるよ
うに、心と体をバランスよく成長さ
せる武道として創始されました。
　修練では、年齢や体力など一人一
人に合わせたカリキュラムに沿って
行います。主に突き・蹴り・受けな
どの剛法や、抜き・投げ・固めなど
の柔法から構成されていて、徐々に
ステップアップできるように学んで

いきます。一つずつ「技やコツ」を
習得することが可能です。
　年齢や性別を問わず、手を取り合
って修練に励み、お互いのことを考
えながら、技術と心の成長を目指す
ことが魅力であり、楽しさでもある
と感じています。少林寺拳法の修練
を通して、自分の強さとともに、人
を思いやる心を養うことを大切にし
ています。
　さらに少林寺拳法が目指す先は、

「お互いのことを考え、共に手を取
り合って、平和で豊かな人間関係を
築くこと」です。人としての誇りや
品格を身に付け、よりよい社会にな
ればと願っています。
　少林寺拳法は、大人も子どもも一
緒になってできる武道です。興味を
持った人はぜひ友人・家族もご一緒
に、近くの道場・教室まで足を運ん
でみてください。

対象　5歳～小学生
日時　3/18㈯　10:00～12:00
場所　クロスパル高槻
料金　無料
問合　青少年センター／℡685-3724
申込　2/3㈮～3/2㈭に HP 窓 で

牛乳パックでレーシングカーを作って
レースをします

作って遊ぼう
レーシングカー

ID  082040 抽選20人

今号に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中止・延期になる場合があります（1/18現在）

日時　2/28㈫　 
10:00～12:00

場所　日吉台公民館
料金　500円
問合　℡688-6636
申込　2/3㈮～8㈬に HP 窓 で

ドライフラワーを使って素敵な
ボードアレンジを作りませんか？

ドライフラワー
ボードアレンジ講座

ID  080013

対象　未就学児は保護者同伴
日時　3/4㈯　13:00～15:30
場所　あくあぴあ芥川
料金　無料
問合　℡692-5041

野鳥が、空が映った窓に飛び込まないよう
衝突防止シールを作ります

野鳥の
衝突防止シールづくり

ID  081412

抽選20人

当日先着

対象　市内在住のひとり親家庭の親子
日時　3/5㈰　13:00～15:00
場所　クロスパル高槻　　料金　無料
問合　市ひとり親家庭福祉会 

℡674-7832（子ども育成課内）
申込　2/20㈪までに HP は で 

（基本事項と子どもの氏名・学年記入）

世界に一つだけのオリジナル食器を作ろう。
保育あり（要予約）

ひとり親家庭
ポーセラーツ講座

ID  081235 抽選20人

各スポーツ連盟・団・協会が開催する教室
場所　A＝総合体育館、B＝淀川河川公園（大塚地区）、C＝陸上競技場
問合　市スポーツ団体協議会／℡677-2285（総合スポーツセンター内） 市ホームページ

弓道	 当日9:00～9:30に直接、会場へ

春季講習会 弓道場許可証取得者 2/26㈰　9:30～16:30 A 500円

剣道	 当日直接、会場へ

日本剣道形講習会 高校生以上 2/5㈰、3/5㈰　14:00～17:00 A 各500円

トランポリン	 申込期限　2/8㈬	 詳しくは募集要項参照

一日体験教室 4歳～小学生 3/19㈰　9:30～10:25、10:40～11:35 A 各500円

バスケットボール	 2/3㈮から連盟ホームページで受け付け

教室 小学生以上 2/12㈰・26㈰　9:30～11:30 A 300円

陸上	 陸上競技連盟／℡688-3434（マエカワ）

高槻陸上教室 
（高槻JAC） 小・中学生

2/11㈷、3/11㈯　9:00～10:30 B 入会金3,000円、
月会費小学生1,500円、
中学生2,500円
※体験無料2/25㈯　9:00～10:30 C

施設の個人利用：各施設に個人利用日あり。大人300円、小・中学生150円（陸上競技場は大人200円、小・中学生100円）
※市内在住、通勤・通学の人以外は利用額2倍
総合スポーツセンター／℡677-8200、古曽部防災公園体育館／℡681-0031

ID  037566

体育館利用料金の変更： 熱中症予防のための冷房設備設置により、4/1㈯から堤運動広場体育館の利用料金が下表のとおり変わり
ます。文化スポーツ振興課／℡674-7649 
時間帯 8:00～10:00 10:00～12:00 12:00～15:00 15:00～18:00 18:00～21:00
料金 2,020円 2,020円 3,030円 3,030円 5,150円

ID  081234 そのほかのスポーツは
問合　市スポーツ団体協議会

℡・FAX677-2285、平日9:00～16:00
Eメール　takatsuki.sp.kyougikai@ 
gmail.com

市スポーツ団体
協議会HP

少林寺拳法を始めたい人は
問合　高槻市少林寺拳法連盟
　　　℡090-3728-1921（サカモト）
日時　毎月1回日曜　13:00～14:30（体験教室）
場所　総合体育館、古曽部防災公園体育館
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① ②

③ ④
こんにちは
すてきなお洋服ですね

わぁ！
ありがとう
ございます

みかん、たくさん
いただいたのでどうぞ

いつもお隣さんには
あいさつしかしていないけれど、
勇気を出してもう一言
かけてみよう

いつもお隣さんには
あいさつしかしていないけれど、
勇気を出してもう一言
かけてみよう

ありがとう

いざ実践！いざ実践！

おしゃべりは
健康維持のために
すごく大事なんだって！

へぇ、
そうなんだ

友人

お隣さん

　健康な体で毎⽇⽣き⽣きと暮らすた
めに。⽇常⽣活に取り⼊れやすい健康
づくりのポイントを紹介します。

長寿介護課
℡674-7881問

START
すこやか エイジング

Vol.4

ID  082286

近所付き合いで
フレイルを予防しよう
　フレイル※を予防するために有効な対策の⼀つが「社会との
つながりを持つこと（社会参加）」です。特に、対⾯での交流が
効果的であることが研究で分かっています。⼀⽅、普段から家
族以外と顔を合わせることがなく、社会的に孤⽴している⼈
は健康に悪影響が現れがちに。最近、⼈と会うことが減ったと
感じる⼈は、近所の⼈に⼀声かけてみませんか。近所付き合い
は健康を維持するポイントになります。

※�加齢とともに運動機能や認知機能などが低下していく状態

今月のガイド
長寿介護課・保健師�
落合⼩百合さん
　フレイル予防のことなら
何でもご相談ください。いつ
までも若々しく健康に過ご
すために、⽣活習慣病や認知
症の予防について教室など
でお話ししています。

「もう⼀⾔、プラス1」で
ご近所付き合いを楽しく健康に
　近所付き合いで「こんにちは」と交わすあい
さつ。もう⼀⾔、「週末はどこか出かけました
か」「最近、この近くに新しいお店ができたみた
い」などと話してみると、⼀気に仲良く会話がで
きるようになります。また⽴ち話をする関係づく
りは介護が必要になるリスクを減らせます。もう
⼀⾔、プラス1活動を始めてみませんか。

脳の前頭葉を働かせて
意欲を引き出そう
　欲をつかさどる脳の前頭葉が衰えると、外に
出かけたり、⼈と会話をしたりすることが⾯倒に
なります。脳の中でも前頭葉は衰えやすく、40
代から萎縮が始まります。普段から新しいこと
にチャレンジして前頭葉を働かせると機能維持
が可能です。プラス1活動の他にも新しい趣味を
作ったり習い事を始めてみたり、使ったことのな
い⾷材で料理をしてみたりなど、⽇々の⽣活に
変化を取り⼊れましょう。

ID  082144

　⾃分のことを話すときも脳の前頭葉は活発に
働きます。社会参加の効果を学び相手にうまく伝
える⽅法を習得するための講座もあります。知り
合いを増やすきっかけにもなりますので、ぜひご
参加ください（25ページに関連記事）。

CheckCheckCheck
社会参加のきっかけに

「すこやかエイジング講座」へ

　健康な生活を送るためには、身近で頼りになる、かかりつけ医を
持つことが大切です。

身近で頼れる「かかりつけ医」

ID  099111� �健康医療政策課／℡661-9330

健康をサポート　身近で頼もしい存在
　健康に関することを何でも相談でき、必要な時には専門医・機関を紹介してく
れる、身近で頼りになる医師のことを「かかりつけ医」と⾔います。
　⽇々の健康状態を知るために定期的に受診したり、体調が悪いときなどにまず相
談したり、かかりつけ医は私たちの健康維持・増進に欠かせません。慣れ親しんだ医
師に相談することで、病気の予防や早期発見・早期治療につながることもあります。

まずはかかりつけ医を受診して
　大きな病院に初診で受診をする際は、かかりつけ医や他の医療機関からの紹介
状が必要です。紹介状がないと、初診料などの診療費とは別に「選定療養費」と
して負担が⽣じる場合があります。まずはかかりつけ医を受診することをお勧め
します。

歯科や薬局もかかりつけに
歯科
　歯と口の健康は、体全体の健康に大き
く影響を与えます。かかりつけの歯科を
持ち、定期的に通院することで、口の中
の健康を保ちましょう。

薬局
　同じ薬が重複して処⽅されることを
防ぎ、市販薬やサプリメントの飲み合
わせについても相談できます。薬局も
かかりつけを持ちましょう。

問

かかりつけ医の
3つのメリット

●�⽇常の健康状態を知るこ
とができる

●�症状に合った医師をスム
ーズに紹介してもらえる

●�病気の予防や早期発見・
早期治療につながる

Let's 
Try

Let's 
Try

Let's 
Try「プラス1」活動を実践！

もてたんレシピコンテストを開催� ID  082329
　身近な材料で、たんぱく質がとれて調理が簡単な「もてたん
レシピ」を募集します。応募された中から栄養バランスなどの点
で優れた3点までを選考し、レシピを市のホ
ームページなどで公開（記念品の贈呈あり）。
対象　市内在住の65歳以上と家族
問合　長寿介護課／℡674-7881
申込　2/3㈮〜28㈫にウェブ申込で

日時・会場 申込方法

特定健診（9:30～11:00） 2/21㈫☆・28㈫☆　　☆は骨あり 不要（要受診券・保険証）

オプション ［単独受診可］肺がん検診、骨の健康度測定
［単独受診不可］ピロリ菌検査、肝炎ウイルス検診（B・C型）、前立腺（PSA）検査 当日

まとめて健診（午前） 3/8㈬
特定健診＋肺・大腸がん検診  ※胃がん・ピロリ菌・肝炎・前立腺・骨追加可 2/3㈮から 窓

子宮頸・乳・
大腸がん検診（午後） 3/9㈭★・14㈫　　★は保育あり 2/7㈫から HP 窓

（保育は ）

すこやかドック（午前） 3/13㈪　胃・肺・大腸がん検診　　※骨追加可 随時 HP 窓

レディースドック（午前） 3/2㈭　子宮頸・乳・肺・大腸がん検診　　※胃がん・骨追加可 2/7㈫から HP 窓

健康相談会
（14:00～15:30） 3/3㈮　相談員：医師、保健師、管理栄養士、薬剤師 随時 HP 窓

歯科健康診査
（14:00～15:30） 3/3㈮ 随時 HP 窓

対
象

［特定健診］今年度40～74歳（75歳の誕生日の前日まで）の市国保被保険者 ※特定健診以外は市民だけ
［がん検診］ 肺・大腸＝40歳以上、胃＝50歳以上、子宮頸＝20歳以上女性、乳＝30歳以上女性、レディースドック＝30歳以上女性 

（胃・子宮頸・乳は前年度未受診者）
［その他］ 前立腺＝50～89歳男性、肝炎＝今年度40歳以上（B・C型各500円）、ピロリ菌＝30～49歳（500円）、歯科＝18歳以上（または妊産婦）、

骨＝40歳以上（500円）

備
考

日程の詳細は「健康だより」にも掲載▷費用記載なしは無料。その他無料制度あり。対象は非課税・生保世帯（要事前申請）、70歳以上または後期高
齢者医療制度に加入している市民▷会場の記載がないものは保健センター▷胃がん検診はバリウムだけ▷申込順▷受診時はマスクを必ず着用。発熱
時、体調不良時は受診不可▷市内の指定医療機関で個別受診可（骨測定除く）

問合　健康づくり推進課／℡674-8800健診・検診 ID �032781

HP �ウェブ申込　 �電話　窓 �窓口
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　マイナポイント第2弾の対象となるマイナンバーカ
ードの申請期限が2月末までに延長されました。カー
ド申請を希望する人は早めに手続きしてください。
　また、マイナポイントの申し込み、選択した決済サ
ービスの利用・チャージ、健康保険証利用申し込み、
公金受取口座の登録の期限が2月末から延長されま
す。延長後の期限は公表され次第、市ホームページで
お知らせします。
　市のマイナポイント支援窓口は総合センター1階
（2/1㈬～14㈫は13階会議室）に設置しています
（混雑緩和のため整理券を配布）。
問合　市民課／℡674-7067

ID  005579

9 マイナポイント第2弾　 
カード申請期限が2月末までに延長

　堤運動広場体育館を改修するため、2/1㈬～4㈯・8
㈬～12㈰は避難所として利用できません。災害発生
時は、堤コミュニティセンターなど開設している最寄
りの避難所へ避難してください。開設している避難所
は市ホームページなどでご確認ください。
問合　危機管理室／℡674-7314

ID  001130

4 堤運動広場体育館への避難 
工事中は最寄りの避難所に変更

子育て世帯生活支援特別給付金 
申請は2/28までに

　低所得の子育て世帯に、児童1人当たり5万円を給
付する子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯
分・ひとり親世帯以外分）の申請期
限は2/28㈫です。
※ ひとり親世帯以外分の申請で、令和5年2

月中に出生したなどの場合は3/15㈬まで
問合　子ども育成課／℡674-7174

ID  082265

5
若年者の資格取得に助成金

　国の教育訓練講座を受講し、修了した人に若年者資
格取得支援助成金を支給します。
対象　 市内在住でハローワークに求職登録している

15～39歳
助成　受講料の50％（上限5万円）
問合　産業振興課／℡674-7411
申込　3/31㈮までに 窓 へ

ID  004263

10

　市は、保管期限を超過した放置自転車を再生利用す 
るため、ヤフオク！に出品します。参加にはYAHOO！ 
JAPANへの登録が必要。入札開始価格は1台2,500円
です。落札した自転車の受け渡しは自転車保管再生セ
ンターで行います。
期間　2/10㈮　10:00～16㈭（順次出品）
台数　約6台
問合　管理課／℡674-7595

ID  003951

11 放置自転車 
インターネットオークションを実施

ID  005595

3
　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

クロスパル高槻
　2/3㈮・24㈮　 13:00～15:00、16:00～19:00
イオン高槻店（萩之庄3）
　2/11㈷・12㈰　10:00～16:00
富田公民館
　2/17㈮　 10:00～12:00、13:00～17:00

身近な場所で 
マイナンバーカード申請受け付け

　Jアラートを使った情報伝達試験が2/15㈬に実施さ
れます。市は防災行政無線とジェイコム防災情報サー
ビス受信端末機から同放送を流します。なお、気象状
況などにより中止の場合があります。
日時　 2/15㈬　11:00ごろ 

※10:45ごろ試験放送の周知放送実施
問合　危機管理室／℡674-7314

ID  074483

8 Jアラートの試験放送 
2/15に実施

　2/1㈬から気象庁は緊急地震速報の発表基準に長周
期地震動※の予測を追加します。これに伴い、市では
長周期地震動の階級3・4の揺れが予測される場合に
も、防災行政無線から緊急地震速報を放送します。
※ 大きな地震で生じるゆっくりとした大きな揺れ。マンション

の高層階などではより大きく長時間揺れ続けることがあるた
め警戒が必要。また、震源地から数百km離れたところでも大
きく長く揺れることも

問合　危機管理室／℡674-7314

ID  081961

2 防災行政無線での緊急地震速報 
長周期地震動の予測を放送開始

　4月に市立小学校への入学を予定している児童は、
事前に学校への届け出が必要です。
　なお、小・中学生の保護者で、市外から転入、市内
で転居したものの、住民登録の手続きが済んでいない
などの理由で、就学通知書を受け取っていない人は至
急ご連絡ください。
　また、国・府・私立に就学する際の手続きや、事情
により指定された市立小・中学校の変更を希望する人
など就学に関することはご相談ください。
問合　教育指導課／℡674-7637

ID  080135

6 市立小・中学校の就学通知書 
届いていない人はご相談を

　市は、2月から、重度障がい者が就労（民間企業や
自営業）する場合に、通勤や職場での排泄や食事など
の支援を行います。
対象　重度訪問介護などの決定を受けている人
問合　障がい福祉課／℡674-7164、℻674-7188
申込　2/1㈬から 窓 で

7 重度障がい者の 
通勤や職場での支援を実施

休館日　 市民プール　2/12㈰ 
生涯学習センター　2/19㈰ 

お知らせ
1
|

19
募　集

20
|

22
求　人

23
|
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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
※ 各記事中に住所の記載 

があるものは、記載の 
住所へ。 
記載のないものは 
〒569-8501 
（住所記載不要）へ

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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　新型コロナワクチンの集団接種は2/25㈯で終了し
ます。個別接種を含め、国が定める接種期限は3月末
まで。早めの接種をご検討ください。
※ オミクロン株対応ワクチンの接種がまだの人で、最終接種から

3カ月が経過しても接種券が届かない場合や紛失した場合は、
市新型コロナワクチンコールセンターで再発行の手続きを

2月の集団接種
対象　 12歳以上、3～5回（オミクロン株対応ワクチン）
場所　グリーンプラザたかつき1号館3階
日時　 2/4㈯・11㈷・18㈯・25㈯　9:00～17:00 

（受け付けは16:00まで）
問合　市新型コロナワクチンコールセンター
　　　℡0120-090-555（2/19㈰は休み）

1 オミクロン株対応ワクチン 
集団接種2/25で終了

ID  075255
ID  081519
まちづくり交付金事業
事後評価委員会
都市再生整備計画の事後評価など

2/3㈮
15:30～

A
（6階）

道路課
℡674-7534

ID  084760
緑地環境保全等審議会
みどりの基本計画総括など

2/6㈪
10:00～

B
（2階）

農林緑政課
℡674-7402

ID  083114
防災会議
地域防災計画など

2/7㈫
13:30～

B
（2階）

危機管理室
℡674-7314

ID  077963
社会福祉審議会
地域共生社会推進部会
重層的支援体制整備事業実施計
画など

2/7㈫
14:30～

B
（3階）

福祉政策課
℡674-7162

ID  081649
選挙管理委員会定例会
選挙人名簿の登録の抹消など

2/8㈬
10:00～

Ａ
（13階）

選挙管理委員会
事務局
℡674-7676

ID  082338
総合教育会議
市長と教育委員による教育施策
などの協議

2/8㈬
10:00～

B
（3階）

みらい創生室
℡674-7392

ID  066492
公民館運営審議会
令和4年度公民館事業実施報告

2/8㈬
14:00～

C
（2階）

城内公民館
℡671-4644

ID  063053
自殺対策連絡協議会
自殺対策の推進　※一部非公開

2/8㈬
14:00～

B
（3階）

保健予防課
℡661-9332

ID  081272
社会福祉審議会
児童福祉専門分科会
ひとり親家庭等自立促進計画など

2/10㈮
14:00～

B
（2階）

子ども育成課
℡674-7174

ID  079826
文化財保護審議会
文化財の保護・活用・普及啓発

2/14㈫
10:00～

A
（6階）

文化財課
℡674-7652

ID  082180
農業委員会定例会
農地法の許可申請など

2/15㈬ 
13:30～

B
（2階）

農業委員会
事務局
℡674-7421

ID  031577
教育委員会定例会
教育に関する基本方針など

2/15㈬
15:00～

Ａ
（12階）

教育総務課
℡674-7620

ID  081736
図書館協議会
子ども読書活動推進計画の進捗
状況など

2/16㈭
14:00～

A
（12階）

中央図書館
℡674-7800

ID  081677
感染症発生動向調査委員会
感染症の発生状況の報告と分析

2/17㈮
15:00～

D
（1階）

保健予防課
℡661-9332

ID  079799
社会福祉審議会
高齢者福祉専門分科会
計画の進捗状況など

2/22㈬
14:00～

B
（3階）

長寿介護課
℡674-7166

ID  005068
自動車運送事業審議会
経営の改善に関する重要事項

2/24㈮
10:00～

B
（3階）

交通部
総務企画課
℡677-3507

ID  079779
子ども・子育て会議
教育・保育施設、地域型保育事業
所の確認（4月開園分）など

2/27㈪
14:00～

B
（3階）

保育幼稚園
事業課
℡674-7692

　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、 

C＝城内公民館、D＝保健所

14 傍聴できます　審議会の日程

13 傍聴できます　 
市議会（議会運営委員会）

　議事の都合で変更の場合あり。詳細はお問い合わせ
ください。
日時　2/24㈮　10:00～　　場所　市役所本館3階
問合　議会事務局／℡674-7213

ID  001020

　400mL献血にご協力ください。体重50kg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　2/8㈬　10:00～12:00、13:00～16:30
　　　2/19㈰・23㈷　 10:00～12:00、

13:00～16:00
場所　エミル高槻
問合　市献血推進協議会／℡674-7163

12 献血日程ID  083578
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　国民年金保険料の納付期限は翌月末ですが、保険料
を前納すると、前納した期間に応じて保険料が割引され
る制度があります。口座振替またはクレジットカード納
付による前納を希望する人は、2月末日までに吹田年金
事務所などへお申し込みください。
　また、現金やクレジットカード納付よりも口座振替
の方が割引額が高くてお得です。前納以外にも、当月
末に口座振替すると月50円割引される早割もありま
す。
問合　市民課／℡674-7073

ID  081117

19 国民年金保険料の納付 
口座振替での前納・早割がお得

　親の病気、家出、離婚など、さまざまな事情により
家庭で暮らせない子どもたちを、自分の家庭に迎え入
れて養育する里親制度。里親について考えるきっかけ
に、説明会と映画上映会をします。個別相談あり。
日時　2/ 18㈯　10:00～12:00、 

19㈰　14:00～16:00
場所　クロスパル高槻　　
料金　無料
問合　 聖ヨハネ学園 

℡687-0541
申込　2/3㈮から で

ID  081461 申込順各50人

18 里親制度説明会 
映画「育ててくれて、ありがとう」上映会

　淀川河川敷でヨシ原の保全を目的にヨシ原焼きが行
われます。風向きによっては灰が舞い落ちることがあ
りますので、洗濯物などにはご注意ください。
　また、周囲の道路（下地図）は同日8:00～13:00に
車両通行禁止となります。
日時　2/19㈰　9:00～12:00　※予備は2/26㈰、3/12㈰
問合　農林緑政課／℡674-7402

ID  081766

17 2/19　ヨシ原焼きを実施

　シニア層や保育士の採用に積極的な事業所による面
接会への参加者を募集。説明を聞くだけでも可。
場所　ハローワーク茨木　　料金　無料
問合　℡072-623-2551（41#）

シニア就職面接会 申込順8人
日時　2/17㈮　9:30～12:30
対象　おおむね55歳以上
申込　2/3㈮～16㈭に 窓 で

保育士面接会 当日先着各8人
日時　2/20㈪～22㈬、24㈮　14:00～16:00
対象　保育職を希望する人

ID  082305

20 シニア・保育士面接会参加者

　年2回（5・11月）に花苗の配布を希望する団体を
募集。
対象　 公園などの公共性の高い場所で緑化活動を行う

自治会、PTA、市民ボランテ
ィアなどの団体

問合　市緑花推進連絡会事務局
　　　℡674-7512
　　　（農林緑政課内）
申込　2/1㈬～3/3㈮に HP 窓 郵 で

ID  058584

21 花いっぱい街づくり事業（花苗配布） 
参加団体

　市は食品衛生監視指導計画案について、市民の皆さ
んから意見を募集します。同計画は、飲食に起因する
衛生上の危害の発生を防止し、市民の健康保護を図る
ため、毎年度策定しています。
閲覧　 市ホームページ、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
ティセンターなど

問合　保健衛生課／℡661-9331、FAX661-1800
申込　2/1㈬～3/1㈬に HP F 郵 で

ID  079797

22 食品衛生監視指導計画案についての
意見

　天神まつりの開催に伴い、JR高槻駅北側など周辺道
路で交通規制が行われます。JR高槻駅北側のタクシー
乗降場は使用できません。同駅南側か西口の乗降場ま
たは、アクトアモーレ前の仮設乗降場をご利用くださ
い。
日時　2/25㈯・26㈰　10:00～23:00

宮
上

宮
満
天

至京都

至大阪

西口

アクト
アモーレ

北側
ロータリー

トンネ
ル

JR高
槻駅

タクシー乗降場
車両通行禁止

車両進入禁止
一方通行

高
槻
阪
急

姉妹都市・福井県若狭町の特産品などを販売
日時　2/25㈯・26㈰　11:00～
場所　JR高槻駅北側ロータリー
問合　市観光協会／℡675-0081

ID  081756

16 2/25・26 
天神まつりで交通規制

ヨシ原焼き位置図

JR

阪急

至大阪

国道171号

   

新幹線

      

五領小

五領中

道鵜町
バス停

エネルギー
センター

演習橋

ヨシ原

上牧

鵜殿 淀川

   

一般車両通行禁止
※現地での見物はご遠慮ください

（8:00～13:00）

N

２月17日㈰ 午前８時～午後１時 車両通行禁止
　演習橋から淀川河川事務所山崎出張所間の淀川堤防上道路は、車
両通行禁止となります。周辺での駐車は、緊急車両の通行を妨げます
ので、ご遠慮ください。

檜尾川檜尾川

至京都至京都

　市選挙管理委員会は、4/23㈰執行予定の市議会議
員・市長選挙立候補予定者説明会を開催します。立候
補に必要な書類などを配布するので、立候補を予定し
ている人は必ず出席してください。
場所　総合センター14階会議室
問合　選挙管理委員会事務局／℡674-7676

市長選挙　2/16㈭10:00～
市議会議員選挙　2/16㈭14:00～

ID  040278

15 市議会議員・市長選挙 
立候補予定者説明会

　学校、市教育委員会、関係機関とのコーディネート
業務などを行う人（会計年度任用職員）を募集。
勤務　4月から月～金曜のうち週4日、9:00～17:00
場所　市役所など
資格　 社会福祉士、精神保健福祉士、社会福祉主事の

いずれかで、5年以上の実務経験のある人
月額　213,612円（ボーナスあり）　　試験　2/25㈯
問合　教育指導課／℡674-7631
申込　2/1㈬～10㈮に 窓 郵 で

ID  080941 選考1人

25 SSW（スクールソーシャルワーカー） 
総括主任

　考古資料の調査・普及啓発業務を行う人（会計年度
任用職員）を募集。
勤務　 4月から週4日、9:00～17:15
場所　今城塚古代歴史館
資格　学芸員（3月末までに取得見込みの人含む）
月額　173,764円（ボーナスあり）
試験　2/12㈰
問合　今城塚古代歴史館／℡682-0820
申込　2/1㈬～9㈭に 窓 で

ID  081744 選考1人程度

23 歴史館専門員

　講話、健康チェック・相談などの介護予防事業を行
う人（会計年度任用職員）を募集。いずれの資格も3
月末取得見込みの人含む。
勤務　 4月から月～金曜のうち週4日、9:00～17:15
場所　市役所など　　試験　2/18㈯
問合　長寿介護課／℡674-7881
申込　2/1㈬～10㈮に 窓 で

理学療法士または作業療法士
月額　168,686円（ボーナスあり）
管理栄養士
月額　163,350円（ボーナスあり）
歯科衛生士
月額　158,445円（ボーナスあり）

ID  081139 選考各1人

24 介護予防事業に従事する専門職

　司書教諭を補助し、図書の整備や貸し出しを行う人
（会計年度任用職員）を募集。
資格　基本的なコンピューター作業ができる人
時給　1,025円
問合　教育指導課／℡674-7631
申込　2/3㈮～10㈮に 窓 で

市立小学校
勤務　4月から月～金曜のうち週4日、10:00～15:15
市立中学校
勤務　4月から月～金曜のうち週2日、12:30～17:00

26 小・中学校読書活動協力員登録者

ID  080840
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　4月から生活保護制度・生活困窮者自立支援制度に
係る面接相談業務や就労支援などを行う人（会計年度
任用職員）を募集。
勤務　�月～金曜のうち週4日、8:45～17:15のうち指

定する時間　　
場所　市役所
問合　生活福祉総務課／℡674-7177

ID �082222 選考2人
生活福祉就労支援員
資格　�キャリアコンサルタントで、実務経験が1年以

上ある人など
月額　179,100円（ボーナスあり）
試験　2/18㈯
申込　2/15㈬までに 窓 で

ID �083670 選考1人
生活保護介護支援指導員
資格　介護支援専門員で、実務経験が2年以上ある人
月額　168,686円（ボーナスあり）
試験　2/19㈰
申込　2/15㈬までに 窓 で

ID �082223 選考3人
生活福祉相談支援員（自立支援相談業務）
資格　�社会福祉士または精神保健福祉士で、実務経験

が1年以上ある人など
月額　179,100円（ボーナスあり）
試験　2/19㈰
申込　2/15㈬までに 窓 で

ID �082224 選考1人
生活福祉相談支援員（生活保護面接相談業務）
資格　�社会福祉士または精神保健福祉士で、実務経験

が1年以上ある人など
月額　179,100円（ボーナスあり）
試験　2/25㈯
申込　2/22㈬までに 窓 で

ID �082221 選考1人
生活保護年金調査員
資格　社会保険労務士
月額　168,686円（ボーナスあり）
試験　2/25㈯
申込　2/22㈬までに 窓 で

31 生活福祉に関する職員

　交通部ホームページやSNSの更新、その他の事務な
どを行う人（会計年度任用職員）を募集。
勤務　4月から月～金曜のうち週4日、9:00～17:15
場所　芝生営業所
資格　�WEBデザインの実務経験があり、普通自動車

免許を持つ人など
月額　150,613円（ボーナスあり）　試験　2/11㈷
問合　交通部総務企画課／℡677-3504
申込　2/3㈮までに 窓 郵 で

ID �084780 選考1人

28 交通部行政事務業務従事職員
　総合相談および介護予防支援業務を行う人（正規職
員）を募集。
勤務　4月から月～土曜のうち週5日、9:00～17:15
場所　地域福祉会館（城西町）　
資格　看護師または保健師
月額　211,500円（ボーナスあり）
問合　市社会福祉協議会／℡674-7496
申込　随時 窓 郵 で

選考1人

33 社会福祉協議会職員

　すこやかテラスで事務補助を行う人（アルバイト職
員）を募集。
勤務　�4月から月～土曜のうち週2・3日、8:45～17:15
場所　各すこやかテラス
時給　1,025円（ボーナスあり）
問合　市社会福祉協議会／℡674-7496
申込　2/6㈪～17㈮に 郵 で

選考2人

34 すこやかテラス事務員

　放課後の小学生を対象に集団保育補助と保育室内の
庶務サポートを行う人（会計年度任用職員）を募集。
勤務　�月～金曜の13:45～18:00（延長保育時は

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

場所　市立学童保育室　　時給　1,100円
問合　子ども育成課／℡674-7656
申込　随時 HP 窓 で

ID �074090 選考30人程度

32 学童保育室臨時指導員

　乳幼児健診に従事する人（登録制アルバイト）を募集。
勤務　�月～金曜のうち健診実施日。1回4時間程度
場所　子ども保健センター
資格　保健師　　日額　6,150円
問合　子ども保健課／℡648-3272
申込　随時 で

ID �003480 選考若干名

30 乳幼児健診従事者

　医療的ケアが必要な児童・生徒を支援する人（会計
年度任用職員）を募集。
勤務　月～金曜8:30～15:30または12:20～13:20
場所　市立小・中学校
資格　看護師または准看護師　　時給　1,355円
問合　教育指導課／℡674-7631
申込　随時 窓 郵 で

ID �005033 選考若干名

35 特別支援教育 
医療的ケア活動支援員

　学校生活の介助支援や学習活動の支援を行う人（会
計年度任用職員）を募集。
勤務　�4月から月～金曜8:30～15:30
場所　市立小・中学校
問合　教育指導課／℡674-7631
申込　2/1㈬～20㈪に 窓 郵 で

学校生活介助支援員
時給　1,046円

学習活動支援員
資格　小学校または中学校教諭　　時給　1,165円

ID �078742 選考各10人程度

36 特別支援教育支援員

　レセプト点検などを行う人（会計年度任用職員）を
募集。
勤務　4月から月～金曜のうち週4日、9:00～17:15
場所　市役所
資格　�医療事務の資格を持ち5年以上の実務経験があ

る人
月額　158,445円（ボーナスあり）　　試験　2/18㈯
問合　国民健康保険課／℡674-7079
申込　2/6㈪～13㈪に 窓 で

ID �082241 選考1人

27 医療費適正化嘱託員

記事の訂正　
1月号の記事に次の誤りがありました。お詫びして訂正します。　
（28P）「チャレンジ詰将棋」の出題において、初手▲2三飛成△同飛
▲同銀成△同玉▲5三飛以下の余詰めがありました

　市立小・中学校の給食調理を行う人（会計年度任用
職員）を募集。
勤務　�4月から月～金曜、8:30～15:15�

（金曜は15:30まで）
場所　市立小・中学校
月額　137,580円（ボーナスあり）　　試験　2/12㈰
問合　教育総務課／℡674-7612
申込　2/8㈬までに 窓 郵 で（ 郵 は2/6㈪まで）

ID �081724 選考15人

29 学校給食調理業務従事職員

ここ高槻から、
世界中の人々の健康と
笑顔をサポートします！

GUMプラスシリーズ
同社の主軸であるオーラル
ケア商品。オーラルケアNo.1
ブランドから、歯周病菌の
殺菌プラス、増殖まで抑え
る新アプローチで新登場

健康増進に貢献
商品・サービスを世界へ

地域や生活者との交流を深める
先進的な新オフィスも開設

ダイレクト
営業部
濱崎大仁さん

サンスターグループ

産業振興課／℡674-7411

普段なかなか中に入る機会がない市内の企業。
今回はサンスターグループを訪問しました。

オーラルケア商品を基盤に医薬
品・健康食品や空間除菌脱臭機な
ど、グループで多彩な事業を展
開。昭和33年に高槻市に本社、研
究施設を移転

　昭和7年に大阪市で創業した同社は自転車部品と
ゴム糊の製造販売を祖業としながら、卓越した技
術を応用し健康に関する事業領域を拡大。現在、
朝日町では、オーラルケア商品を生産していま
す。社是である「常に人々の健康の増進と生活文
化の向上に奉仕する」のもと、国内有数のブラン
ドを擁するオーラルケア商品を基盤に医薬品・健
康食品や空間除菌脱臭機など、多彩な事業を世界
100か国以上に展開するグローバル企業です。 ※新型コロナ予防のため、現在は一般開放を実施していません

　明田町には、令和2年にサンスター・コミュニ
ケーションパークを新規開設し、同社の中核的な
機能を担っています。地域の人との交流スペース
のほか、環境負荷低減、災害対応にも配慮したサ
ステイナブルなオフィスになっています。

ID  081699
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対象　�8～11カ月と保護者
日時　3/6㈪　14:00～15:00
場所　子ども保健センター
料金　無料
問合　子ども保健課／℡648-3272
申込　2/3㈮から HP で

中期・後期の離乳食から幼児食へ
向けての講話

ID�081747 抽選10組

ID�029547 申込順18組

対象　未就学児と保護者
日時　2/22㈬　11:00～11:30
場所　あくあぴあ芥川
料金　無料
問合　℡692-5041

ID�081397 当日先着20人

生きものの標本や生体を見て触れて、
知的好奇心を高めます

マット・平均台を使って子どもの�
運動能力を伸ばしましょう

対象　�令和4年2/23～6/28生まれと保護者
日時　2/22㈬　13:30～14:30
場所　クロスパル高槻　　料金　無料
問合　青少年センター／℡685-3724
申込　2/3㈮～9㈭に HP 窓 で

赤ちゃんとのママヨガ体験。
講師は三島子ども文化ステーション

料金　無料
問合　子ども保健課
　　　℡648-3272
申込　2/1㈬～5㈰に HP で
妊娠5～7ヵ月　2/21㈫13:30～15:00。ウェブ
妊娠8・9ヵ月　�2/17㈮13:30～15:00。�

子ども保健センター

妊娠・出産・子育ての講話
ママパパ教室
ID�003437 抽選各10組ID�079479 申込順10組

対象　�1歳6カ月～3歳と保護者
日時　2/16㈭　10:30～11:30
場所　ファミリーポートたかつき（藤の里町）
料金　無料
問合　℡669-9300
申込　2/3㈮から 窓 で

運動あそび

対象　�平成31年3/1～令和3年
3/1生まれと保護者

日時　3/3㈮　10:30～11:15
場所　富田保育所
料金　無料
問合　�富田子育て支援センター／℡694-9177
申込　2/10㈮までに HP で

ID�081270 抽選15組

親子でリズム遊び

ぱくぱく教室

親子で一緒に音楽に合わせて身体を�
動かしましょう

ID�003472

未就学児と保護者のための
子育て応援情報

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子どもの名前（ふりがな）・生年月日
⑤電話番号
※�はがきなど郵送の場合、各記事中に住所の記載
があるものは、記載の住所へ。記載のないものは
〒569-8501（住所記載不要）へ
※申込手段の略は22ページ参照
※�イベントの中止・延期などの開催情報は、市ホ
ームページ（ ID �048151）または、各イベント
のホームページで、事前に確認してください

　市ホームページの「WAIWAIカフェ」
では、親子で参加できるイベントや子育
て相談窓口、認定こども園・
保育所・幼稚園での園庭開
放などの情報を掲載してい
ます。

子育て情報サイト
WAIWAIカフェ

ID�003438 抽選各12組

ID�079973 申込順10組

対象　0～3歳の未就園児と保護者
日時　2/28㈫　10:30～11:30
場所　平安女学院大学どんぐりの森（南平台5）
料金　無料
問合　℡696-4939
申込　2/3㈮9:30から で

対象　�妊娠5カ月以降の妊婦の�
パートナー

日時　2/25㈯　9:30～、10:15～（各105分）
場所　子ども保健センター
料金　無料
問合　子ども保健課／℡648-3272
申込　2/1㈬～5㈰に HP で

おひな飾りを
つくりましょう
色画用紙や色紙を使っておひな飾りを
つくりましょう

先輩パパの話、育児実習など。
妊婦同伴可

あくあぴあのおはなし会

ベビーケアママヨガを
体験しよう

プレパパ教室

　全ての妊婦、子育て家庭がより安心して子育てできる
よう「出産・子育て応援事業」を2/1㈬から開始。妊娠
期や産後の相談などに応じながら、妊娠届出時と産後の
面談後に、それぞれ5万円を給付します。

対象・給付額
・令和5年2/1以降に妊娠届を出した妊婦＝5万円
・令和5年2/1以降に生まれた子どもの養育者＝5万円
※�申請書は妊娠届出時とこんにちは赤ちゃん事業の面談時に配布。
また、多胎児を出産した場合、2人目以降は子ども1人につき5万
円追加

令和4年4/1～5年1/31に
妊娠・出産した人には申請書を送付
　令和4年4/1～5年1/31に妊娠・出産した人（流産・
死産した人含む）にも給付します。令和5年2/1時点で高
槻市民の対象者には申請書などを2月下旬に送付しま
す。
※�配偶者からの暴力で避難しているなど、郵送先の変更希望の人
は、2/8㈬までにご連絡ください
問合　�同事業コールセンター�

℡648-3275（平日9:00～17:00）

ID�083294

出産・子育て応援事業を開始
妊娠期と産後に各5万円

年長児の麻しん・風しんの予防接種
無料期間は3月末まで

料金　無料
芥川　　℡683-1423　17㈮11:00～
富田　　℡693-1671　7㈫10:30～
南大冠　℡673-1477　21㈫10:00～
三箇牧　℡677-0965　27㈪10:00～
北清水　℡687-3190　24㈮10:00～
今城塚　℡683-3331　7㈫10:45～、16㈭11:40～
五領　　℡669-6169　1㈬・15㈬10:30～
磐手　　℡685-2110　6㈪・13㈪・27㈪10:45～
日吉台　℡688-6636　15㈬11:40～
城内　　℡671-4644　16㈭11:00～
真上　　�℡683-2509　�2㈭・13㈪・16㈭・27㈪11:00～

当日先着

公民館のおはなし会2月

　幼稚園、保育所などの年長児相当の子ど
もは、第2期麻しん（はしか）・風しん混合
ワクチン（MR）の予防接種を3/31㈮まで無
料で受けることができます。麻しんを確実
に予防するために、まだの人は接種しまし
ょう。

対象　�第2期を未接種の平成28年4/2～29年4/1生まれ
問合　�子ども保健課／℡648-3272

場所・問合　カンガルーの森（子育て総合支援センター）／℡686-3030
申込　2/1㈬～5㈰に HP で　　☆は保育あり
親子講座
ID�031796
リトミックを楽しもう

1歳6カ月～就学前と
保護者

2/13㈪　
10:00～、10:40～（各30分） 抽選各20組 無料

ID�059420
親子で楽しむウインターミニコンサート 0歳～就学前と保護者 2/27㈪

10:10～10:50 抽選30組 無料

ID�032071
育児広場ファーストシューズ

ハイハイがまだの7カ月
ごろまでと保護者

2/22㈬
13:20～15:00 抽選20組 無料

ID�079292
ふれあいあそびとベビーマッサージ 0歳と保護者 3/1㈬　

10:00～、10:40～（各30分） 抽選各20組 無料

ID�031864
サーキットあそび　お父さんも一緒に 2歳～就学前と保護者 3/4㈯

10:00～10:50 抽選20組 無料

ID�079303
ミニ講座　卒乳・断乳のお話 0歳～就学前と保護者 3/8㈬

10:30～11:30 抽選20組 無料

子育て講座
ID�032330
乳幼児の安全・事故・病気

未就学児の保護者、�
子育て支援者など

2/18㈯
10:00～12:00 抽選30人 無料　☆

ID�067187
マネー講座　つみたてNISA・iDeCo編 未就学児の保護者 2/20㈪

10:00～11:30 抽選30人 無料　☆

クッキング講座
ID�043373
カンガルーぱくぱく教室

7・8カ月の保護者
※試食は子ども同伴

2/21㈫、3/2㈭
10:00～12:00 抽選各12人 650円　☆

ID�043382
カンガルーぱくぱく教室

9～11カ月の保護者
※試食は子ども同伴

2/16㈭、3/7㈫
10:00～12:00 抽選各12人 650円　☆

ID�043788
カンガルーぱくぱく教室

1歳の保護者
※試食は子ども同伴

2/9㈭・22㈬、3/16㈭
10:00～12:00 抽選各12人 650円　☆

ID�044313
カンガルーぱくぱく教室

2歳～就学前の保護者
※試食は子ども同伴

2/14㈫、3/9㈭
10:00～12:00 抽選各12人 650円　☆

ID�045449
カンガルーぱくぱく教室
（バースデークッキング）

各月に誕生日を迎える
1歳～就学前の保護者
※試食は子ども同伴

2/28㈫、3/14㈫
10:00～12:00 抽選各12人 650円　☆

カンガルーの森の催し
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たかつき

芝生遺跡から出土した土器芝生遺跡の発掘調査

ID 065603 申込順10組 ID 082160 申込順10組

対象　 未就学児と保護者
日時　3/11㈯　10:45～11:45
場所　どうぞのおいす（清福寺町）
料金　無料
問合　℡685-2224
申込　2/6㈪から 窓 で

対象　 1歳~1歳6カ月と保護者
日時　 3/9㈭　10:00～11:30
場所　子ども保健センター
料金　無料
問合　子ども保健課／℡648-3272
申込　2/3㈮から HP で

対象　 1歳6カ月までと父親
日時　 3/11㈯・25㈯　10:00～12:00
場所　クロスパル高槻
料金　無料
問合　男女共同参画センター／℡685-3725 
申込　2/3㈮～3/11㈯に HP 窓 で

ID 081184 申込順25人

講師はアートセラピスト・弓削ナオミさん

栄養士による幼児食の講話と個別相談 パートナーとのコミュニケーション。
パートナー同伴可

歯の健診や歯科衛生士による講話など

日時　4月～来年3月
場所　 庄所コミュニティセンター
料金　年会費1,000円、受講料1,000円／月
問合　℡674-8400　　申込　3/5㈰から 窓 で
6カ月～1歳6カ月　第1・3水曜　11:00～12:00
1歳6カ月～2歳6カ月　第1・3水曜　9:30～10:30
2歳6カ月～4歳　第1・3木曜　10:00～11:00
1～3歳　第2・4土曜　11:00～12:00

音楽、体操、知育遊びを楽しみます
親子リトミック講座

親子幼児食教室 男性向け子育て講座

ID 029521 申込順各20組

対象　 2歳6カ月～3歳未満と保護者
日時　 3/9㈭　10:00～、10:30～

（各60分）
場所　子ども保健センター
料金　無料
問合　子ども保健課／℡648-3272
申込　2/3㈮から HP で

きらきら歯みがき教室
ID 066902 申込順各20組

対象　首の座った8カ月までと保護者
日時　3/7㈫　10:00～11:30
場所　阿武山たつの子子育て支援センター
料金　300円　　問合　℡692-0313
申込　2/3㈮から HP で

わらべうた産後ダンスで骨盤をケアしま
しょう

ID 080497 申込順10組
抱っこひもでわらべうた
産後ダンス

　安満遺跡公園の開園もあり、高
槻市の弥生時代の遺跡といえば
「安満遺跡」がまずあがると思い
ます。一方で同じ弥生時代の遺跡
で過去に大きな発掘調査を行いな
がらも、あまり取り上げられてい
ない遺跡もあります。
　市の総合スポーツセンターがあ
る芝生地域には、今から1900年
前の弥生時代後期に発展した芝生
遺跡というムラがありました。こ
の場所は淀川にも近く、洪水の影
響を受けやすい土地でした。その
ため、ムラは周囲に比べて小高い
場所を選んで作られています。
　こうした災害に遭いやすい場所
に、なぜ人々は住んだのでしょうか。

　ヒントとなるのは、芝生遺跡で
は、北摂以外で作られた土器がほ
かの集落に比べて多く出土するこ
とです。他地域で作られた土器が
あるということは、それに伴って
物や人が移動してきたことも推測
できます。ほかにも広域にわたる
交易・交流を示す資料が発見され
ているため、もしかすると地の利

を生かした弥生時代の物流センタ
ーのようになっていたのかもしれ
ません。
　現在の芝生地域も住宅街を中心
に物流倉庫が広がります。1900年
前にも現在と共通する風景があっ
たと考えると、感慨深いものがあ
りますね。
� （今城塚古代歴史館）

問   環境政策課／℡674-7486

ID 059394

パパとあそぼ
子どもの絵と話そう

待機児童向け保育施設などの利用申し込み
　待機児童※などのための保育施設・事業の利用申し込みを受け付けます。
申し込みには「保育の必要性の認定」が必要です。詳しくは市ホームページ
または、保育幼稚園事業課へご確認ください。
※認可保育施設（保育所、認定こども園など）の利用を希望していても、利用できない子ども
問合　保育幼稚園事業課／℡674-7692

ID 082269

★の申し込みを窓口で行う場合、窓口の予約が必要です。予約は1/31㈫から HP で
☆は企業主導型保育施設

施設・事業名 主な対象 申込方法

高槻認定こども園分室（城内町） 認可保育施設を申し込み
済みの57日目～5歳児 2/2㈭～14㈫に 窓 郵 で　★

送迎利用保育
高槻認定こども園分室から三箇牧認定こども園・RISE芝生保育
園・ほしの保育園に、幼児専用バスで送迎

各園を2・3号認定で利用
している2歳～就学前 2/2㈭～14㈫に 窓 郵 で　★

芥川・西大冠幼稚園の預かり保育 3～5歳児 2/2㈭～14㈫に 窓 郵 で　★

高槻認定こども園休日・一時預かり保育室（八丁畷町）
年度末まで最大3カ月利用可 1～5歳児

申込順50人（3/14㈫9:30時点で定員を
超える場合は抽選）。3/14㈫～16㈭に
高槻子ども未来館3階へ
問合　保育幼稚園総務課／℡648-3273

高槻さくら保育園（下田部町2）☆
申し込み多数の場合、保護者が市内の認可保育所で働く保育士な
どの家庭を優先

57日目～5歳児 2/3㈮～17㈮に 窓 で
問合　高槻さくら保育園／℡648-4804

つきの保育園（東五百住町）☆ 1～5歳児 2/4㈯の見学会に参加（要予約）
問合　つきの保育園／℡690-7811
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芝生遺跡

答え

問題

Ａ　企業が事業活動で使用する電気を100％再生可能エネルギーで賄うこと

Vol.10 「RE100」の正しい意味はどれ？

A　�企業が事業活動で使用する電気を�
100％再生可能エネルギーで賄うこと

B　�各家庭が使用する電気を�
100％再生可能エネルギーで賄うこと

C　�再生可能エネルギーにより発電した電気を�
繰り返し利用すること

● 再生可能エネルギーの必要
性を理解する

● 再生可能エネルギーで発電し
た電気が使えるような料金プ
ランへ切り替える

● 太陽光発電システムを設置す
る

● 家電の使い方を工夫して節電
し電気の無駄遣いを減らす

私たちができること解説
RE100とは、「Renewable Energy 

100％」の略称で、「アールイーひゃ
く」と読みます。Renewable Energy
は日本語で再生可能エネルギーの
ことを指し、企業が事業活動で使用
する電気を太陽光発電システムや
風力発電システムなどの再生可能
エネルギーで100％賄う取り組みを
言います。

環境価値を考える
化石燃料から作られる電気も、再

生可能エネルギーから作られる電
気も同じように使うことができます。
しかし、再生可能エネルギーから作
られる電気には二酸化炭素を排出
しないという環境価値があります。

地球温暖化が進む現代では、環
境負荷の少な
い新しいエネ
ルギーシステ
ムへの移行が
不可欠です。



市内各地で行われたイベントやまちの話題をお届けします。
市ホームページ「街フォト」（右QRコード）もご覧ください。

素敵なスポットや飲食店、お土産
がたくさんある高槻。市内のエリア
ごとに市観光協会が紹介します。
問合　市観光協会／℡675-0081

第11 回 古曽部エリアPART2

各地を旅して優れた作品を残した平安時代の�
歌人・能因法師の墓と伝えられる

伝能因法師墳

　ホテル内にある落ち着いた空間で、ゆったり・おいしい・
特別な時間を過ごせるお店。朝市で仕入れる地元野菜を
ふんだんに使用したプレミアムランチが楽しめます。メイ
ンプレートのほか、サイドビュッフェに神戸牛を使ったカレ
ーや焼き立てパン、サラダ、デザートなども魅力。お友達、
ご家族とお昼のひと時をお過ごしください。

ちょっとリッチなホテルランチ

リトルグリーンカフェ
こだわりの食材、調理法で作る手作りランチ

　｢カラダとココロは食べたものででき、食べる環境も
カラダとココロを作る」をコンセプトに、マクロビオ
ティック、ビーガン、オーガニックの料理を提供。小
さな子どもからお年寄りまで、食べやすく、優しいお
味がリピーターを惹きつけます。ワンちゃんと一緒に
食事できる席も人気です。

営 �11:30～15:00�
※受け付けは14:00まで

住 �芥川町1-14-1�
(ホテルアベストグラン
デ高槻内）
686-0004

営 �11:30～16:30�
（平日は15:30まで）

住 天神町1-8-15
休 火・金曜
669-8607　

Seren-table（セレンテーブル）

同協会HP
観光アプリの
ダウンロード

乾性寺
境内にある樹齢300年を越える
梅の古木は、高槻城主・永井直
種が植えたと伝わる

伊勢寺
平安中期の歌人・伊勢姫が晩年
を過ごした草庵跡に建立された
と言われる

営 営業時間　住 住所　休 休業日　 電話番号

※新型コロナの影響で休業・営業時間の変更の場合あり。事前に℡を
は読者アンケート（46ページ）に回答した人の中から店舗限定のクーポン券をプレゼント

高槻現代劇場で1/9、二十歳のつどいが開かれました。
今年度、二十歳の新たな門出を迎えた対象者は3,440人。
式典では、二十歳の代表によって決意の言葉が述べられた
ほか、高槻市民憲章の朗読などが行われました。

二十歳のつどい
新たな門出を祝う

地区防災会・自主防災会を中心とした防災活動や防災に
関わる人材育成などの在り方を議論してきた市民防災協
議会検討会が12/22、市に提言を行いました。濱田剛史市
長は「さらに防災力を高めていきたい」と話しました。

市民防災協議会検討会が提言
地域防災力向上へ

民生委員児童委員の秋山宗由さん（写真中央）、下村和
子さん（写真右）が1/12、濱田市長から社会福祉功労者厚
生労働大臣表彰の伝達を受けました。2人は、20年以上に
わたる社会福祉活動の功績が認められ、受賞しました。

民生委員児童委員に
厚生労働大臣表彰を伝達

玉川小学校で12/13、漫才師のヤナギブソンさんが漫
才の特別授業を行いました。身近な人を笑顔にしたいと漫
才を練習してきた児童らに、ヤナギブソンさんがアドバイ
ス。その後、児童と漫才を即興で披露しました。

漫才師・ヤナギブソンさん
「笑顔を増やす」特別授業

1/16、市は関西移動販売車組合と災害時の物資供給に
関する協定を締結。避難所生活が長期化した場合などに、
同組合のキッチンカー事業者が、避難者に温かい食事を提
供することが可能となりました。

災害時の物資供給協定を締結
キッチンカーで温かい食事提供

今城塚古代歴史館で1/4～9、新春かき初め会が開催さ
れました。参加者は自信作を完成させると、満足した様子
で笑顔を見せていました。作品は2/12㈰まで同館で展示
されています。

思いを筆に込め腕前競う
新春かき初め会
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PRESENT　今月の読者プレゼント（たかつき土産）

和三盆　こふんとはにたん（1箱）⃝ーーー⃝抽選5名

NEXT ISSUE（令和5年3月号）お楽しみに！
巻頭特集　　　　高槻城公園芸術文化劇場
クローズアップ　 高槻島本夜間休日応急診療所移転

など

編集後記
クローズアップでご紹介した消防団。さまざまなきっか
けから入団し、まちのために貢献したいと活動する姿を
見てとても心強い印象を受けました。（桜木）

2/1㈬～9㈭
クローズアップＮＯＷ
図書館で読書を始めよう

みんなで“もてきん体操”
Vol.2 明野町若葉会

時の交響詩
Review History PartⅣ

2/10㈮～19㈰
クローズアップＮＯＷ
便利でお得に
高槻市営バス

2/20㈪～28㈫
クローズアップＮＯＷ
今城塚古代歴史館企画展
淀川の考古学

血圧にいいコト
はじめよう
適塩レシピ Vol.02

毎日9:00、12:15、
22:00から30分間放送

ID  020632

※市ホームページには放送終了後に動画を公開します

ID  006046

※11/27～12/15の読者アンケート回答から抜粋

12月の寄付（敬称略）
　市ふるさと寄附金 ID  004329 …287,335,500円（4,811件）
　　 内訳…【個人】辻カツコ＝ 50,000 円、掛下久生＝

50,000 円、キミテエツオ＝ 20,000 円、木村優香＝
50,000 円、川野英子＝ 50,000 円、森高広＝ 50,000
円、松井史子＝ 500,000 円、植上達也＝ 50,000 円、
加藤厚＝ 300,000 円、五十里斎＝ 50,000 円、松尾
浩樹＝ 50,000 円、中谷正臣＝ 500,000 円、中村峰
男＝ 100,000 円、森憲雄＝ 520,000 円、上敏郎＝
500,000 円【団体】宗教法人真如苑＝ 3,000,000 円、
高槻市土木建設事業協同組合　理事長　山岡善浩＝
500,000 円

　社会福祉協議会分… 堤 菊 美 ＝ 25,000 円、 琴 緑 会 ＝
43,593 円、 本門佛立宗　淨行寺＝ 20,000 円、ダイ
セーロジスティクス㈱関西 HC ＝ 30,000 円、おもちゃ
箱＝ 22,000 円、匿名＝ 3,050 円、匿名＝ 8,000 円、
マウンテンとお客様＝ 22,225 円、平田和夫＝ 2,000
円、有澤都＝ 2,000 円、藤飯京子＝ 5,000 円
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2/15㈬までにHPでアンケートに
回答

問合　広報室／℡674-7306

※ 当選者の発表は引換券の発送をもってかえ
ます

※ アンケートのご意見などは広報誌、市ホーム
ページなどで、個人情報を除き公表する場合
あり

応募方法

SHOP
DATA

のりまきのすけ
川添2-1-3
℡695-7881

はにたんと古墳を和三盆の干菓子にしま
した。口の中でサーっととける、後味の良
い一品

※ 当選者には引換券を発送（商品は発送しません）。引換
券をお店に持参し、プレゼントと交換してください

詰将棋（28ぺージ）の答え　 「解答」 3四飛　 同龍　 1二金　 3二龍　 1三角成 
「解説」初手 1二金は 2四玉 1三角成 同龍で失敗。初手 3四飛が守りの龍を翻弄する好手。この手を利かすことで4手目 2四玉も 1三角成で詰
ますことができる 
※ は自分の駒、 は相手の駒。解説は市ホームぺージ ID  084788 に掲載しています

伝言板
「伝言板」は市民の皆さんによる催しや会員募集の案内を掲載
するコーナーです。上限12件。4月号掲載申し込みは2/27㈪ま
でに広報室／℡674-7306へ。

日  日時　所  場所　料  料金　対  対象　問  問合

ID  006047

☀保護犬ねこの縁結び記念イベント　日 2/26㈰10:00
～ 所 安満遺跡公園 料 無料 問 アニマルはにまる高槻・キ
シダ／℡080-5357-8200

★絵画　日 毎月2回、土曜9:30～ 所 今城塚公民館など
料 1,500円／回 対 初心者 問 今城絵画クラブ・ハラ／℡

080-1447-8226
★短歌　日 毎月第2土曜13:00～ 所 クロスパル高槻な

ど 料 月会費1,000円 問 初めての短歌・ワカナ／℡090-
4649-5483
★短歌　日 毎月第4日曜13:00～ 所 クロスパル高槻など
料 月会費500円 問 このみ短歌会・シバタ／℡694-8251

★ヌードクロッキー　日 毎月第1・2・4火曜14:00～ 所

高槻現代劇場展示室など 料 入会金1,000円、月会費800
円、例会費400円 対 18歳以上 問 市絵画同好会・イシグロ
／℡090-3862-5667

市内で落ち着く場所
ほっとできるスポット

気持ちが安らぐとっておきの
場所を聞きました。

今月のテーマ 淀川河川敷公園です。大空
に大淀の流れと季節の緑に野
鳥にも出会えます（60代）

西国街道です。お寺や神社の大
楠からパワーをもらっています
（60代）

安満遺跡公園。ベビーカーでのお散歩
コースで週末には何かしらのイベントが
開催されててワクワクします。夕方の日
の入りの時間にいくと空がきれいでつい
つい写真を撮ってしまいます（30代）

摂津峡が大好きです。子どもが小さい頃はよく
遊びに行きました。家族皆、自然が大好きで川
遊びもしました。
桜堤公園も心が落ち着きますね。今は夫婦で軽
いお昼を持参してのんびりしに行ったりします
（50代）

摂津峡近くで借りている畑で
す。家族が野菜の収穫を楽しむ
一方、自身は雑草引き、水やり
の役割を担い、ストレス発散に
寄与しています（50代）

摂津峡公園です。静かで、ゆっ
くり過ごせ、子どもは楽しい遊具
で遊べる（30代）

今城塚古墳。隣にはパン屋さん
があり、購入して芝生で子ども
とゆっくり過ごせます（50代）

安満遺跡公園です。天気の
良い日はお弁当を持って、の
んびりしています。電車が行
き交う様子もいいですね
（50代）

安満遺跡公園のベンチやカフェ。
一人でのんびり風景を見るのも園児が散
歩に来てる様子を見るのもストレス解消
になり好きです（60代）

玉川橋団地の西側にある土
手は緑が多くて森林浴が出来る
し、春は桜が満開で散歩しながら
ぼーっとするには、良い場所です
（70代）

芥川の川沿い歩道。視界
が開けて、木々や野鳥観察を
楽しみながら散歩できるから
（70代）

筒井池と小寺池のまわりは子ども
とのんびり歩くのにちょうどいい
（30代）

栄町2-27のヤシの木。先日赤い大き
な花が咲いていた。初めて見た（40代）

野見神社。きれいな花手水
をみるとほっこりします
（40代）

高槻スカイランド。景色が
とても良くて毎日の散歩コー
スです（20代）

阿武山。午前中に
登ると大阪を一望
できて気持ち良い
です（60代）

萩谷総合公園。
自然に囲まれ広く
て落ち着きます
（40代）

ズバリ新川です。桜の時
期はお花見ができて本当
にきれいです。桜の通り
抜けは最高です（50代）

図書館。好きな本に囲まれ
落ち着く（70代）
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投
稿
者
takayuki_tsugaw

aさ
ん
の
コ
メ
ン
ト

　
空
気
の
澄
ん
だ
静
か
な
朝
。
柔
ら
か
い
光
に
キ
ラ
キ
ラ
と
輝
く
落
ち
葉
が
き
れ
い
だ
っ
た
朝
。
そ
ん
な
朝
に
、
落

ち
葉
を
大
事
そ
う
に
拾
い
集
め
る
娘
の
真
剣
な
姿
に
家
族
全
員
が
癒
さ
れ
た
瞬
間
を
切
り
取
り
ま
し
た
。
何
も
な
い

空
間
で
す
が
、
何
も
な
い
か
ら
こ
そ
、
ゆ
っ
く
り
と
家
族
時
間
を
楽
し
め
る
隠
れ
た
オ
ス
ス
メ
ス
ポ
ッ
ト
で
す
。

#た
か
つ
き
days

　
イ
ン
ス
タ
グ
ラ
ム
に
市
指
定
の
ハ

ッ
シ
ュ
タ
グ（
#た
か
つ
き
days）

を
付
け
て
投
稿
さ
れ
た
写
真
を
厳

選
し
、1枚
を
紹
介
し
ま
す
。ぜ
ひ
公

式
ア
カ
ウ
ント（
takatsukicity_

official）を
フ
ォ
ロ

ー
し
て
ご
投
稿
く
だ

さ
い
。

神
峰
山
の
森
い
こ
い
の
広
場
（
原
）

新名神高速道路

新名神高速道路

府
道
枚
方
亀
岡
線

府
道
枚
方
亀
岡
線

神
峯
山
寺

神
峯
山
寺

	
�観
光
シ
テ
ィ
セ
ー
ル
ス
課
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問


