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歴史に誇りを、未来に夢を、みんなでつなぐ田尻町

前列左から、要　正光 団員、原　靖人 班長、井上　恭輔 団員、射場　隆裕 班長
後列は、操法訓練の指導に当たっていただいた、泉州南消防組合泉佐野消防署の指導員

田尻町消防団　準優勝！！田尻町消防団　準優勝！！第66回大阪府消防操法
訓練大会

「小型ポンプ操法の部
」
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物価高騰による
町民生活支援策

たじりっちプレミアム振興券　
追加販売のお知らせ！ 10月1日～10月31日

プレミアム振興券

　令和4年8月1日現在町内に在住する全町民の皆さまが5,000円で10,000円分のプレミアム振興券

（全店舗共通券500円×10枚と特定店舗限定券500円×10枚の20枚セット）を1人1セット購入で

きます。

　販売期間　10月1日（土）から10月31日（月）まで

　使用期限　12月31日（土）まで

　販売場所　田尻郵便局　　　　　　　

　　　　　　　午前9時～午後5時（土日祝除く）

　　　　　　マックスバリュ羽倉崎店　

　　　　　　　午前10時～午後7時（土日祝も販売します）

＊マックスバリュ羽倉崎店の販売時間が変更になりました。

　また、役場では販売致しませんのでご注意ください。

　詳細は、郵送したクーポンに同封の案内文書等をご確認く

ださい。

問　産業振興課　

　　Tel 466-5008　Fax 466-5025

9月4日（日）に大阪府立消防学校にて、3年ぶりに開催された本大会で田尻町消防団が泉南地
区（岸和田市以南）の代表として出場し、準優勝と大健闘しました。
この大会は、消防団員の規律の向上を図るとともに消防技術を錬磨し、士気の高揚を図り、
消防体制の強化を目的に開催されています。

今
月
の
表
紙
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　田尻町の「物産」や「食」をＰＲする
ため「漁港に続け！日曜昼市！たじりま
るごとマーケット」を開催します。
　当日は町内のお店やキッチンカーなど
が出店し、飲食物の販売の他、各店自慢
の逸品や地元で採れた新鮮野菜の販売等
を行います。
　潮風グラウンド、公民館、歴史館など
の会場周辺エリアでは、「くつとばし選
手権」や「スタンプラリー」を行うとと
もに、午後３時頃からは、豪華商品が当

たる抽選会（スタンプラリー達成者に抽選券を配布)も実施します。
　詳細は、広報たじり11月号の折込チラシでお知らせしますので、是非ご参加ください。
　開催日　11月6日（日）午前10時～午後4時　　場　所　田尻交流広場、田尻漁港、多目的グラウンド等
＊新型コロナウイルスの感染状況によっては内容を変更する場合がありますので、あらかじめご了承く
　ださい。
＊会場へは、徒歩又は自転車でのご来場にご協力お願いします。駐輪場は、潮風グラウンドに用意して
　おります。
問　産業振興課　Tel 466-5008　Fax 466-5025　田尻町観光協会　Tel 493-9556

プロテニス選手　　〇 久松　亮太プロ（日本ランキング最高15位）     
  　　　・ラコステジャパン契約プロテニスプレーヤー
　　　　　　　　　　・テクニファイバーエリートアンバサダー
　　　　　　　　　さらにプロテニス選手もう1名が参加します。

●プロテニス選手レッスン       
　時間・対象　午前10時～11時55分　小学生   
　定　　　員　30名（先着）　※当日も空きがあればご参加頂けます。     
　参　加　費　無料      
　申　込　み　10月1日（土）～（定員になり次第受付を終了致します。）     
 　　　   シーサイドドーム事務所又はお電話にてお申し込みください。 
　持　ち　物　飲み物、タオル、運動しやすい靴、ラケット（レンタルラケット有り）   
   
●プロテニス選手に挑戦！！       
　時間・対象　午後１時30分～3時25分　一般（中学生以上）   
　参　加　費　無料      
　内　　　容　プロテニス選手からポイントを取れるか挑戦しよう！      
　申　込　み　事前申込みはございませんので、当日上記時間内にお越しください。    
　持　ち　物　ラケット（レンタルラケット有り）      

問　田尻シーサイドドーム（田尻町多目的グラウンド〈指定管理者　三幸株式会社〉）　

　　Tel 490-2300    
      

シーサイドドーム
プロテニス選手イベント開催！

シーサイドドーム
プロテニス選手イベント開催！

11月6日（日）
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　町は町民の皆さんに納めていただいた税金などをもとに運営されています。この税金などの使い道
を皆さんに知っていただくため、決算状況を財政状況とあわせてお知らせします。

令和3年度 決　　算決　　算

6,697,078,406

787,883,382

122,883,493

814,720,271

589,980,180

6,100,583,734

787,850,523

122,647,936

805,571,432

589,980,180

44,709,000

0

0

0

0

551,785,672

32,859

235,557

9,148,839

0

（単位：円）

歳入総額
（Ａ）

歳出総額
（B）

実質収支額
（Ａ）－（Ｂ）－（Ｃ）

一 般 会 計

特別
会計

基金

土地

建物

100億7,470万円

211,801㎡

41,591㎡

国 民 健 康 保 険

後 期 高 齢 者 医 療

介 護 保 険

下 水 道 事 業

決算の概況

ー町有財産の状況ー ー借入金残高の状況ー 
 （令和3年度末現在）   （令和3年度末現在）

一 般 会 計

下水道事業特別会計

2億3,094万円

16億1,891万円

△ 6,364万円

△ 2億9,802万円

総　　額 前 年 度 比

※なお、3月末現在での一時借入金はありません。

　本町の財政状況を地方公共団体の財政の健全度を判断する指標でみると、全て基準内に収まり、健
全な状態です。

財政の健全度

田尻町 

早期健全化基準

実質赤字比率

―

15.00

連結実質赤字比率

―

20.00

実質公債費比率

 4.0

25.0

将来負担比率

―

350.0

（単位：％）

＊実質赤字比率及び連結実質赤字比率については赤字額がないため、また将来負担比率については算出されないため
  「―」と表記しています。

健全化判断比率

特別会計の名称

下水道事業特別会計

資 金 不 足 比 率

―

早 期 健 全 化 基 準

20.00

（単位：％）

＊資金不足額がないため「―」と表記しています。    

 資金不足比率

翌年度へ繰越す
べき財源（Ｃ）

歳入

町税
39億602万円
（58.3％）

自主財源
50億7,697万円
（75.8％）

 依存財源
16億2,010万円

（24.2％）

町税
39億602万円
（58.3％）

使用料・手数料
7,360万円
（1.1％）

諸収入  
9,927万円
（1.5％）

財産収入
285万円（0.1％）

寄附金
4,204万円（0.6％）

分担金・負担金
 1,657万円
（0.2％）

国庫支出金
8億7,941万円（13.1％）

府支出金
  2億8,217万円（4.2％）

譲与税・交付金
4億5,353万円（6.8％）

499万円（0.2％）
地方交付税

繰入金　
5億1,219万円

（7.6％）
繰越金

　4億2,443万円
　　　（6.3％）

5

＊決算書等は、情報公開コーナーでご覧いただくことができます。     
問　会計課　Tel 466-5011　Fax 465-3794

町民一人当たりにすると… 積立金

72,161円 

人件費

168,083円 

繰出金

97,767円 

補助費等

89,235円 

物件費

108,482円 
 

扶助費

93,307円 

公債費

 8,308円      

投資的経費

97,058円 

維持補修費

  2,295円 

　令和3年度の歳入総額は約67億円で、前年度に比べ約5億円（約8％）の増加となりまし
た。
　主な歳入は、町税約39億円で、歳入全体の約58％を占めています。
歳入は、税・負担金・使用料など町が単独で確保できる収入である自主財源(約76%)と、国
や府から入るお金などによる依存財源（約24%)の2つに大きく分けられます。

　歳出決算額は約61億円で、前年度に比べ約３億円（約５％）の増加となりました。
歳出を性質別にみると、人件費が約14億円（約23％）と最も多く、次いで物件費約9億円
（約15％）繰出金約8億円（約13％）です。

一般会計

歳入

歳出

●町民一人当たりの額

　　　736,696円   

8,281人（田尻町の令和4年3月31日現在の人口）で算出

歳出

人件費
13億9,190万円
（22.8％）

繰出金
8億961万円
（13.3％）補助費等

7億3,895万円
（12.1％）

物件費
8億9,834万円
（14.7％）

扶助費
7億7,268万円
（12.7％）

積立金
5億9,756万円
（9.8％）投資的経費

8億374万円
（13.2％）

人件費
13億9,190万円
（22.8％）

繰出金
8億961万円
（13.3％）補助費等

7億3,895万円
（12.1％）

物件費
8億9,834万円
（14.7％）

扶助費
7億7,268万円
（12.7％）

公債費
6,880万円（1.1％）

積立金
5億9,756万円
（9.8％）投資的経費

8億374万円
（13.2％）

維持補修費
1,900万円（0.3％）

自主財源
50億7,697万円
（75.8％）

 依存財源
16億2,010万円

（24.2％）
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20.00

実質公債費比率

 4.0

25.0

将来負担比率

―

350.0

（単位：％）

＊実質赤字比率及び連結実質赤字比率については赤字額がないため、また将来負担比率については算出されないため
  「―」と表記しています。

健全化判断比率

特別会計の名称

下水道事業特別会計

資 金 不 足 比 率

―

早 期 健 全 化 基 準

20.00

（単位：％）

＊資金不足額がないため「―」と表記しています。    

 資金不足比率

翌年度へ繰越す
べき財源（Ｃ）

歳入

町税
39億602万円
（58.3％）

自主財源
50億7,697万円
（75.8％）

 依存財源
16億2,010万円

（24.2％）

町税
39億602万円
（58.3％）

使用料・手数料
7,360万円
（1.1％）

諸収入  
9,927万円
（1.5％）

財産収入
285万円（0.1％）

寄附金
4,204万円（0.6％）

分担金・負担金
 1,657万円
（0.2％）

国庫支出金
8億7,941万円（13.1％）

府支出金
  2億8,217万円（4.2％）

譲与税・交付金
4億5,353万円（6.8％）

499万円（0.2％）
地方交付税

繰入金　
5億1,219万円

（7.6％）
繰越金

　4億2,443万円
　　　（6.3％）

5

＊決算書等は、情報公開コーナーでご覧いただくことができます。     
問　会計課　Tel 466-5011　Fax 465-3794

町民一人当たりにすると… 積立金

72,161円 

人件費

168,083円 

繰出金

97,767円 

補助費等

89,235円 

物件費

108,482円 
 

扶助費

93,307円 

公債費

 8,308円      

投資的経費

97,058円 

維持補修費

  2,295円 

　令和3年度の歳入総額は約67億円で、前年度に比べ約5億円（約8％）の増加となりまし
た。
　主な歳入は、町税約39億円で、歳入全体の約58％を占めています。
歳入は、税・負担金・使用料など町が単独で確保できる収入である自主財源(約76%)と、国
や府から入るお金などによる依存財源（約24%)の2つに大きく分けられます。

　歳出決算額は約61億円で、前年度に比べ約３億円（約５％）の増加となりました。
歳出を性質別にみると、人件費が約14億円（約23％）と最も多く、次いで物件費約9億円
（約15％）繰出金約8億円（約13％）です。

一般会計

歳入

歳出

●町民一人当たりの額

　　　736,696円   

8,281人（田尻町の令和4年3月31日現在の人口）で算出

歳出

人件費
13億9,190万円
（22.8％）

繰出金
8億961万円
（13.3％）補助費等

7億3,895万円
（12.1％）

物件費
8億9,834万円
（14.7％）

扶助費
7億7,268万円
（12.7％）

積立金
5億9,756万円
（9.8％）投資的経費

8億374万円
（13.2％）

人件費
13億9,190万円
（22.8％）

繰出金
8億961万円
（13.3％）補助費等

7億3,895万円
（12.1％）

物件費
8億9,834万円
（14.7％）

扶助費
7億7,268万円
（12.7％）

公債費
6,880万円（1.1％）

積立金
5億9,756万円
（9.8％）投資的経費

8億374万円
（13.2％）

維持補修費
1,900万円（0.3％）

自主財源
50億7,697万円
（75.8％）

 依存財源
16億2,010万円

（24.2％）
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　今年度も田尻町立中学校の中学生がSDGsについて学習し、
グローバル（全世界）な課題からローカル（田尻町）な課題に
ついて考え、役場や地域の方々と連携しながら解決に向けて取
り組みを進めています。
　7月12日には役場や地域の方々と中学生による第１回ミー
ティングが開催され、子どもたちが事前に考えた企画案をプレ
ゼン後、活発に意見交換がされました。

田尻町育英奨学金制度を開始予定

　学業優秀であるにも関わらず、経済的な理由で
学費の支払いが負担となる方に対し、来年度より
返済が不要な町独自の育英奨学金制度を開始予定
です。
対象者　日本学生支援機構の
　　　　 1．   ①給付型奨学金
　　　　　      ②貸与型（第一種　無利子）奨学金
　　　　　　      上記のいずれか、または両方を受
　　　　　　　  給している。
　　　　2．令和5年4月1日時点において、本人ま
　　　　　   たは生計維持者が、本町に1年以上住 
                          所を有する。

      　         3．税・国保料等の公金に未納がない。
　　　　　　（本人及び生計維持者）
　　　　上記１～３のすべてを満たしている方。
助成額　10万円/年（大学生等）
             　20万円/年（大学院生）
※申請方法などの詳細については、１月上旬に町
　ホームページにてお知らせします。
（注）本制度は、予算成立前にお知らせしていま
　　　す。今後、事業内容の変更や未実施となる
　　　場合があることを、あらかじめご了承くだ
　　　さい。
問　学事課　Tel  466-5022　Fax 466-5095

（

　中学生によるSDGs学習は、中学校２年生
が中心に学びを進め、今年度は全９班でそ
れぞれが課題解決に取り組んでいます。そ
の中で、SDGsの目標８「働きがいも経済成
長も」の観点から学びを進めている班の生
徒たちが、Take’s  kitchenの荒武さんと合田
さんのご協力のもとSDGs弁当を考案し、実
際に販売するということになりました。
　中学生も実際に調理し、販売しますので
ぜひ来ていただければと思います。

7

学 校 園 所 だ よ り 保育所・幼稚園・小学校・中学校の
情報をどんどん発信していきます。

たじりエンゼル（保育所・幼稚園）

田尻小学校

田尻中学校
　8月25日（木）より、2学期がスタートしまし
た。休み明けは、早速2日間にわたってテスト
が行われ、翌週からは本格的に授業が始まり
ました。1年生数学では一次方程式の解き方を
みんなで助け合って学んでいます。2年生英語
では英語かるたづくりが行われています。3年
生理科では、天体に関する学習についてタブ
レット端末を用いてクイズ形式で行われまし
た。体育館では体育大会に向け、各クラスが
大縄跳びの練習に真剣です。

　8月9日（火）に平和登校を実施しました。
校長講和で、広島と長崎に投下された二つの
原子爆弾について、爆弾の絵やきのこ雲の写
真を紹介しながら、子どもたちに伝わるよう
に話しました。その後、戦争で亡くなった全
ての人々に対する哀悼の意を示すために、全
校で黙とうしました。
　今年は、ウクライナで戦争が起きている中
での平和登校になりましたが、改めて、二度
と戦争をしてはいけないとみんなで誓いまし
た。

 子どもたちから「やろう！」と声があがっ
た“水鉄砲大会”。自分たちで“制限時間内に、
相手チームのポイを破る”というルールを考
えました。どうやったら相手チームに勝てる
かクラスで作戦を練り、顔に水がかからない
ような廃材で作ったゴーグル、中に入ってポ
イが可動できるようにする基地など、色々な
道具を作りました。活動の中で、自分の思い
を友だちに伝え、遊びを進めていく姿が多く
見られました。友だちとつながり、互いに思
いを伝え合いながら一緒に遊びを進めていく
楽しさを味わっています。

問　指導課　Tel 466-5024　Fax 466-5095
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　今年度も田尻町立中学校の中学生がSDGsについて学習し、
グローバル（全世界）な課題からローカル（田尻町）な課題に
ついて考え、役場や地域の方々と連携しながら解決に向けて取
り組みを進めています。
　7月12日には役場や地域の方々と中学生による第１回ミー
ティングが開催され、子どもたちが事前に考えた企画案をプレ
ゼン後、活発に意見交換がされました。

田尻町育英奨学金制度を開始予定

　学業優秀であるにも関わらず、経済的な理由で
学費の支払いが負担となる方に対し、来年度より
返済が不要な町独自の育英奨学金制度を開始予定
です。
対象者　日本学生支援機構の
　　　　 1．   ①給付型奨学金
　　　　　      ②貸与型（第一種　無利子）奨学金
　　　　　　      上記のいずれか、または両方を受
　　　　　　　  給している。
　　　　2．令和5年4月1日時点において、本人ま
　　　　　   たは生計維持者が、本町に1年以上住 
                          所を有する。

      　         3．税・国保料等の公金に未納がない。
　　　　　　（本人及び生計維持者）
　　　　上記１～３のすべてを満たしている方。
助成額　10万円/年（大学生等）
             　20万円/年（大学院生）
※申請方法などの詳細については、１月上旬に町
　ホームページにてお知らせします。
（注）本制度は、予算成立前にお知らせしていま
　　　す。今後、事業内容の変更や未実施となる
　　　場合があることを、あらかじめご了承くだ
　　　さい。
問　学事課　Tel  466-5022　Fax 466-5095

（

　中学生によるSDGs学習は、中学校２年生
が中心に学びを進め、今年度は全９班でそ
れぞれが課題解決に取り組んでいます。そ
の中で、SDGsの目標８「働きがいも経済成
長も」の観点から学びを進めている班の生
徒たちが、Take’s  kitchenの荒武さんと合田
さんのご協力のもとSDGs弁当を考案し、実
際に販売するということになりました。
　中学生も実際に調理し、販売しますので
ぜひ来ていただければと思います。

7

学 校 園 所 だ よ り 保育所・幼稚園・小学校・中学校の
情報をどんどん発信していきます。

たじりエンゼル（保育所・幼稚園）

田尻小学校

田尻中学校
　8月25日（木）より、2学期がスタートしまし
た。休み明けは、早速2日間にわたってテスト
が行われ、翌週からは本格的に授業が始まり
ました。1年生数学では一次方程式の解き方を
みんなで助け合って学んでいます。2年生英語
では英語かるたづくりが行われています。3年
生理科では、天体に関する学習についてタブ
レット端末を用いてクイズ形式で行われまし
た。体育館では体育大会に向け、各クラスが
大縄跳びの練習に真剣です。

　8月9日（火）に平和登校を実施しました。
校長講和で、広島と長崎に投下された二つの
原子爆弾について、爆弾の絵やきのこ雲の写
真を紹介しながら、子どもたちに伝わるよう
に話しました。その後、戦争で亡くなった全
ての人々に対する哀悼の意を示すために、全
校で黙とうしました。
　今年は、ウクライナで戦争が起きている中
での平和登校になりましたが、改めて、二度
と戦争をしてはいけないとみんなで誓いまし
た。

 子どもたちから「やろう！」と声があがっ
た“水鉄砲大会”。自分たちで“制限時間内に、
相手チームのポイを破る”というルールを考
えました。どうやったら相手チームに勝てる
かクラスで作戦を練り、顔に水がかからない
ような廃材で作ったゴーグル、中に入ってポ
イが可動できるようにする基地など、色々な
道具を作りました。活動の中で、自分の思い
を友だちに伝え、遊びを進めていく姿が多く
見られました。友だちとつながり、互いに思
いを伝え合いながら一緒に遊びを進めていく
楽しさを味わっています。

問　指導課　Tel 466-5024　Fax 466-5095
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　秋のウォーキングシーズンに合わせて、町の健康づくりの発信場所である「たじりふれ愛センター」
を拠点としたウォーキングコースを設定しました。
　このコースは、田尻町立中学校2年生がSDGｓ「全ての人に健康と福祉を」をテーマとした学習を通じ
て、コロナ禍でも老若男女問わず、健康づくりに取り組んでほしいという思いで考案されました。考案
されたウォーキングコースは、3コースあり、自分に合ったコースを選択できます。
　今回のウォーキングフェスでは下記の緑：ハードコース（2.4㎞約30分）をみんなでウォーキングします。
　是非誘い合ってご参加ください。
　開催日時　10月15日（土）  午前10時開始
　場　　所　交流広場
　　　　　　※雨天時は公民館大ホール
　講　　師　武當 倭人　氏
　　　　　　2004年にデュークズウォークに入門しデューク更家氏に師

事。関西1番弟子。
　　　　　　現在は、「ウォーキングスタイリスト プロフェッサー」資格

を持ち後進の指導に当たるとともに、各地のカルチャース
クールなどで指導。多くのイベント・ メディアへの出演で、
デュークズウォークの魅力を多くの人に伝えている。

　参 加 費　無料
　定　　員　60名
　ウォーキングコース　
　　下記３コース
　　　赤：イージーコース（1.6㎞約20分）
　　　青：ノーマルコース（2.0㎞約26分）
　　　緑：ハードコース（2.4㎞約30分）
　事前申込　期　限：10月14日（金）まで
　　　　　　予約先：健康課（ふれ愛センター）
　　　　　　窓口又は下記の通り電話・FAX可
　特　　典　ウォーキングに参加した方は、
　　　　　　参加賞あり。
　服　　装　動きやすい服装・水分・タオル
　　　　　　※雨天時は上ぐつ
問　田尻町健康課　
　　Tel 466-8811　Fax 466-8841

田尻町立中学校2年生とコラボ企画（SDGｓ）

ふれ愛ウォーキングフェス

町制施行70周年記念プレ事業

講師：武當 　倭人  氏

フェスタでは、
緑：ハードコースを

ウォーキングします！
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　秋のウォーキングシーズンに合わせて、町の健康づくりの発信場所である「たじりふれ愛センター」
を拠点としたウォーキングコースを設定しました。
　このコースは、田尻町立中学校2年生がSDGｓ「全ての人に健康と福祉を」をテーマとした学習を通じ
て、コロナ禍でも老若男女問わず、健康づくりに取り組んでほしいという思いで考案されました。考案
されたウォーキングコースは、3コースあり、自分に合ったコースを選択できます。
　今回のウォーキングフェスでは下記の緑：ハードコース（2.4㎞約30分）をみんなでウォーキングします。
　是非誘い合ってご参加ください。
　開催日時　10月15日（土）  午前10時開始
　場　　所　交流広場
　　　　　　※雨天時は公民館大ホール
　講　　師　武當 倭人　氏
　　　　　　2004年にデュークズウォークに入門しデューク更家氏に師

事。関西1番弟子。
　　　　　　現在は、「ウォーキングスタイリスト プロフェッサー」資格

を持ち後進の指導に当たるとともに、各地のカルチャース
クールなどで指導。多くのイベント・ メディアへの出演で、
デュークズウォークの魅力を多くの人に伝えている。

　参 加 費　無料
　定　　員　60名
　ウォーキングコース　
　　下記３コース
　　　赤：イージーコース（1.6㎞約20分）
　　　青：ノーマルコース（2.0㎞約26分）
　　　緑：ハードコース（2.4㎞約30分）
　事前申込　期　限：10月14日（金）まで
　　　　　　予約先：健康課（ふれ愛センター）
　　　　　　窓口又は下記の通り電話・FAX可
　特　　典　ウォーキングに参加した方は、
　　　　　　参加賞あり。
　服　　装　動きやすい服装・水分・タオル
　　　　　　※雨天時は上ぐつ
問　田尻町健康課　
　　Tel 466-8811　Fax 466-8841

田尻町立中学校2年生とコラボ企画（SDGｓ）

ふれ愛ウォーキングフェス

町制施行70周年記念プレ事業

講師：武當 　倭人  氏

フェスタでは、
緑：ハードコースを

ウォーキングします！
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　こども課（ふれ愛センター１階）にて下記のとおり、たじりエンゼルへの入園申請を受け付けます。
詳細は、申込書をご覧ください。申込書はホームページからもダウンロードすることができます。
　他市町村の私立幼稚園、認定こども園1号認定への入園は各施設にお問い合わせください。

※１　午後5時15分以降は、和歌山側入口から入館してください。
※２　保育料の他に、延長保育料・預かり保育料・教材費等の実費負担があります。
※３　本町在住のお子様のみ入園していただけます。令和５年３月31日までに本町に転入予定の方もお申し
　　　込みいただけます（入園決定は転入確認後）。

申込・問　こども課　Tel 466-5013　Fax 466-8841

10月３日（月）～７日（金）
午前９時～午後５時

（申込書の配布・受付ともに）
世帯員全員のマイナンバーがわかるもの 申込書（記入済みのもの）

10月11日（火）～14日（金）午前9時～午後5時
10月17日（月）～21日（金）午前9時～午後7時 ※１

（申込書の配布は９月から実施中）

無料（給食費含む）
0～2歳児：所得に応じて決定
　　　　　（住民税非課税世帯の方は無料）
3～5歳児：無料（給食費含む）

平成29年4月2日～令和２年4月1日まで
の間に生まれた児童

平成29年4月2日～令和４年10月1日までの間に
生まれた児童で、保護者のいずれもが当該児童
を保育することができないと認められる場合

・受付期間以降も受付できますが、欠員補充扱いとなりますのでご了承ください（必要書
　類に不備があり期間内に申し込みができなかった場合を含む）。
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令和５年度田尻町立認定こども園たじりエンゼル入園のご案内令和５年度田尻町立認定こども園たじりエンゼル入園のご案内

第2回
8／29

第2回、町制施行70周年記念事業実行委員会を開催しました。
第2回実行委員会ワークショップの様子

第３回はサブ記念事業で
実施する企画を
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音楽等発表会、デコレーション、T-1グランプリ、
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などの意見がでました！
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全国のコンビニエンスストアで
住民票などが取得できるようになります！

令和4年10月17日から

　令和４年10月17日より、マイナンバーカードを使って、全国のコンビニエンスストア等の
マルチコピー機（キオスク端末）から、住民票の写しと印鑑登録証明書を発行できるように
なります。

※役場窓口での印鑑登録証明書の発行には印鑑登録証が必要です。役場窓口にマイナンバーカード
　をご持参いただいても、印鑑登録証明書は発行できません。
※住民票の記載内容に変更があった場合、反映されるまでに時間がかかることがあります。
※コンビニでの証明書発行では、証明書の交換及び手数料の返金はできません。

詳しくはホームページをご覧ください。

問　住民課　Tel 466-5004　Fax 465-3794
https://www.town.tajiri.osaka.jp/kakukanojoho/jumimbu/juminka/6/3665.html

・住民票の写し
　※本人及び同一世帯の方に
　　限られます。
　
・印鑑登録証明書
　※本人に限られます。

※システムメンテナンス日を
　除く。店舗によって利用可
　能時間が異なることがあり
　ます。

一律  300円

午前６時30分～午後11時

発行できる証明書発行に必要なもの

手数料

利用可能時間

①マイナンバーカード（顔写真あり）

②マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書
　暗証番号（数字4桁のもの）

※マイナンバー通知カード（顔写真なし）や印鑑
　登録証では発行できません。



・お知らせしている情報は9月20日時点のものです。今後、お知らせした内容から変更になる場合があ
　ります。最新の情報は、ホームページ等でお知らせします。
10月1日以降の接種より下記の接種に変更となります。
・初回接種（1回目・2回目）の方・・・従来型ワクチン
・3回目以降（3回目・4回目・5回目）の方・・・オミクロン株対応ワクチン

従来型ワクチン接種について

11

初回接種（1回目・2回目）の方の接種は、予約は電話予約のみとなります。早めにご予約ください。

  オミクロン株対応ワクチン接種について
新型コロナウイルスのオミクロン株に対応したワクチンを使用した接種を開始します。
【ワクチンの種類】オミクロン株対応ワクチン（2価ワクチン）
　　　　　　　　　●ファイザー社ワクチン（12歳以上）
　　　　　　　　　●モデルナ社ワクチン（18歳以上）
【接種対象者】12歳以上の3回目、4回目、5回目の方（前回接種日以降5か月経過した方）、1人につき1回
【予約方法】　田尻町コロナワクチン接種コールセンターで予約
　　 　　　　　ＷＥＢ予約：QRコード　　　　　　　　　　電話予約：0120-558-836       
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【平日：午前9時～午後5時】

※接種券はお手持ちの接種券をご利用ください。
※5回目接種対象者（4回目の接種を終了した方）のみに新しい接種券を送付します。

新型コロナワクチンとインフルエンザワクチンの同時接種について

・新型コロナワクチンとインフルエンザワクチンは同時接種可能です。（間隔に関する規定はありません。）
・インフルエンザワクチン以外のワクチンについては、これまで通り、同時接種不可となります。新型コロ  
　ナワクチンとその他のワクチンは、互いに、片方のワクチンを受けてから２週間後（13日以上）に接種可
　能です。

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延長されました。

【延長前】令和４年９月末　
※マイナンバーカードは、申請から交付までに一定期間を要するため、早めのカード申請・取得を
　行ってください。
※マイナポイントの申込、カードの新規取得等に対するポイントに係るチャージ・
　お買い物、健康保険証利用申込及び公金受取口座登録の各期限については、従前
　のとおり、令和5年2月末となります。
問　企画人権課　Tel 466-5019

【延長後】令和４年12月末
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ちょっと参加してみませんか？
公民館での開催講座や
公民館からのお知らせです。

令和４年度　公民館まつりの開催について
日　時　11月5日（土）・6日（日）午前10時～午後4時
場　所　田尻町立公民館　
作品展示部門　11月5日（土）・11月6日（日）  どちらの日も午前10時～午後４時

作 品 内 容　1階　陶芸倶楽部金窯会　

                             2階　押し花クラブ・田尻油絵クラブ・田尻写真クラブ

舞台発表部門　11月6日（日）午前10時～午後0時10分　１階大ホール

婦人会コーヒーコーナー　11月5日（土）・6日（日）2階料理室前

　　　　　　　　　　　　どちらの日も午前10時～午後4時

舞台発表プログラム

公民館まつりとのコラボレーション企画として、クラシックコンサートを同時開催します。
心に響くクラシック曲をアンサンブルにより演奏します。皆さまのご来場をお待ちしています。
　日　　時　11月6日（日）午後2時30分～3時30分（午後1時30分開場）
　場　　所　田尻町立公民館　１階大ホール
　募集対象　田尻町内に在住・在勤・在学の方
　募集定員　50名　　※先着順
　参 加 費　無料
　申込方法　公民館１階事務室で受付
　　　　　　電話、ファクシミリ、メールでの受付はしません。
　申込期間　10月８日（土）から10月22日（土）まで　　※10月10日（祝）、12日（水）、19日（水）は休館
　出　　演　サザン・ウインド・アンサンブル

開　会　あいさつ　　　　　　　　　　　　　　
１　大正琴　朝顔　　　　　　　　
２　田尻ソーシャルダンス研究会
３　サムヤヨガ
４　手品クラブ
５　田尻詩吟クラブ
６　クラシックバレエクラブ　ジゼル
閉　会

午前10時

午後0時10分

主　　催　田尻町立公民館まつり実行委員会
問　田尻町立公民館利用者連絡協議会（田尻町立公民館内）
　　Tel 466-0030　Fax 466-0853

公民館まつりコラボ企画事業
オータムクラシックコンサートの開催について

公民館まつりコラボ企画事業
オータムクラシックコンサートの開催について

講座等募集の申込は、公民館１階事務所で直接お申し込みください。なお、電話やFAXでは受け付け
ていませんので、ご了承ください。
※各施設使用料等の窓口でのお支払いは、午前9時から午後5時までの間にお願いします。

問 田尻町立公民館
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（水曜・祝日休館）電話 466-0030　FAX 466-0853

おはなし会の開催についておはなし会の開催について

　次のとおり開催しますので、皆さまのご参加をお待ちしています。なお、新型コロナウイルス感染症
予防のため、事前申込制とするほか、参加者の皆さまにマスクの着用や検温にご協力お願いします。
　日　　時　10月15日（土）　午前11時から（30分程度）　
　場　　所　公民館　１階　和室
　定　　員　５組（保護者同伴）
　申込方法　電話又は公民館１階事務室で受付
　申込期間　10月4日（火）から定員に達するまで
　　　　　 （前日までに定員に達しない場合は、当日も受け付けます。）
　参 加 費　無料
　協　　力　おはなし会　はっぴぃぶっく

日　　時　11月19日（土）　午前10時から11時30分ごろまで
場　　所　公民館３階　視聴覚室
講　　師　香月　いずみさん　　　
参 加 費　1,000円（材料費・講座運営費）
対 象 者　田尻町内に在住・在勤・在学の方
定　　員　10組（小学生以下は保護者同伴）　　※先着順
持 ち 物　作品を持ち帰る袋、ハサミ、マスク
申込期間　10月29日（土）から11月12日（土）まで
　　　　　11月2日（水）、3日（祝・木）、9日（水）は休館
　　　　　※申込期間後の返金はできません
申込方法　公民館1階事務室で受付
　　　　　電話、ファクシミリ、メールでの受付はしません。

☆☆☆☆☆☆☆☆ 公民館開催講座からのお知らせ ☆☆☆☆☆☆☆☆

公民館講座「クリスマスフレームアレンジ」
の開催について

公民館講座「クリスマスフレームアレンジ」
の開催について

フレームの中に自分だけのクリスマスツリーを作りましょう
使うのはプリザードフラワーのヒロムスギ

長く飾って楽しむことができますよ！
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〒
保育所

公民館●

消防署● 田尻町役場●

●ふれ愛センター

幼稚園

支援センター
玄関

★計測相談★

★わんぱくオープン★

すくすくセンター（子育て支援センター）

すくすくセンターの事業をぜひ、ご利用ください！　※すべての事業が予約制（一部人数制限あり）になっています

田尻町立幼稚園・保育所の2階
（出入口は子育て支援センター玄関）

体重や身長等の計測、保健・栄養・子育て全般
の相談（助産師、栄養士相談は午後のみ受付）
10月20日（木）
午前10時～11時30分／午後１時～3時
電話・来所で受付

午前9時～午後5時（何らかの事業がある場合は変更）開館時間

場　　所

　ご利用の際は、事前にすくすくセンターまでご確認ください。最新
の情報は、田尻町のホームページやたじりっちメールなどでお知らせ
します。

来館時のお願い
・保護者の方は、マスクを着用して来館してください。
・来館する方（お子様・保護者ともに）は来館前にご家庭で検温し、
　37.5℃以上の方や体調不良の方はご利用を控えてください。

内容

日時

予約

【すくすくセンターへの行き方】

すくすくセンターで自由にあそびましょう！

電話で受付

午前の部（9時30分～正午）
午後の部（2時～4時30分）
（教室・イベントのない時間帯）

日時

予約

予約

★絵本のよみきかせ★（定員10組）
おはなしの会はっぴぃぶっくさんによる絵本の
よみきかせと図書室司書さんによる本の紹介
10月28日（金）午前10時30分～11時　
来所・電話で受付

内容

日時

★わんぱく教室★ （定員各10組）

電話・来所で受付
いずれも午前10時～11時

年齢別に開催しているあそびの教室（今月は「リズム　あそび」）

対象

予約

内容
時間

日程
令和3年4月2日～令和4年10月生 令和2年4月2日～令和3年4月1日生 平成31年4月2日～令和2年4月1日生

10月5日（水）

わんぱく０ わんぱく1 わんぱく2

すくすくセンターは、子育てを応援しています♪

相談・その他気になる事があれば、すくすくセンターまでお電話ください。
問　すくすくセンター　Tel 466-5111

ベビーマッサージ
講師：助産師

リフレッシュ体操
講師：健康運動指導士

ベビートーク
講師：助産師

午前10時～11時30分 午後1時30分～3時 午前10時～11時30分 午後1時30分～3時

離乳食教室（試食があります）
講師：栄養士

★育児教室★「プータン倶楽部」(定員各10組)

　　　　　　「ぴょんぴょん倶楽部」(定員各10組)

令和4年4月10日～6月11日生のお子様とその保護者の方
10月11日まで電話・来所で受付（定員になり次第締め切ります）

内容

予約
対象
時間

日程 10月24日（月）　10月17日（月）　 10月31日（月）　 11月7日（月）　

★一時預かり保育★

用事のある時やリフレッシュしたい時などにお子
様を預かります。内容

3歳未満400円・3歳以上250円（1時間あたり）料金

月～金／午前9時～午後5時日時
生後６か月～就学前のお子様（町内在住）
利用にあたっては事前の登録が必要です。対象

内容

10月19日（水）・26日（水）のいずれか 10月12日（水）

平成31年4月2日～令和2年4月1日生のお子様とその保護者の方
10月6日まで電話・来所で受付（定員になり次第締め切ります）

いずれも午前10時～11時30分

日程

予約

内容
時間
対象

10月25日（火）10月11日（火）
製作あそび 運動あそび 子育てトーク

10月18日（火）

15

たじりファミリー・サポート・センター
依頼会員・援助会員を募集！

ひとり親家庭等のための
就業支援講習会受講生募集

　ファミリー・サポート・センターでは、子育て
の相互援助活動の支援事業としてサポートを必要
としている人（依頼会員）にお手伝いできる人（援
助会員）を紹介しています。
　あなたも援助会員として、地域で子育てを応援
しませんか？（1時間800円（基本）の有償ボラン
ティアです）。
・援助会員として活動するには、事前に講習会の

受講が必要です。
・依頼会員になるには、事前の会員登録が必要で

す。登録は随時受け付けています。
・10月20日（木）、21日（金）、24日（月）～27日（木）

に講習会を実施します。
　講習会は子育てに役立つ内容ですので、依頼会
員の方も受講できます。
　詳しくは、9月広報折込みの「たじり社協だよ
り」をご覧ください。
　一部の講習については公開講座となっています
ので、どなたでも参加できます。(先着順・定員
10名）
※田尻町では、社会福祉協議会がアドバイザーと
　なり、会員間の調整や運営管理を行っています。

問　社会福祉協議会
　　Tel 466-5015　Fax 466-8899
　　こども課　
　　Tel 466-5013　Fax 466-8841

ひとり親家庭医療証 
　11月から「ひとり親家庭医療証」の色が桃色

に変わります。お早めに変更手続きを行ってくだ

さい。

　なお、ひとり親家庭医療とは、対象者の方に対

して、医療費の一部を助成する制度です。

対象者※1（所得制限あり）

　1.  父母が婚姻を解消した児童※2

　2.  父又は母が死亡した児童

　3.  父又は母が障害年金を受給している児童

　4.  母が婚姻によらないで出産した児童

　5.  1～4の児童を監護している父母

　6.  父母が死亡した児童を養育している養育者

　7.  父母が監護しない1～4の児童を養育してい

　　る養育者

　※1　裁判所から、配偶者暴力等（DV）に関す

　　　  る保護命令が出された方も含む

　※2　児童＝18歳到達年度末までの方

受　付

　期　　間　10月17日（月）まで

　場　　所　こども課（ふれ愛センター1階）

　必要な物　・健康保険証（対象者全員分）

　　　　　　・ひとり親家庭医療証（水色）

問　こども課　Tel 466-5013　Fax 466-8841

パソコン初級（試験対策）

ワードの基礎とエクセル3級【日商PCデータ活用】

対 象 者　母子家庭の母・父子家庭の父・寡婦

定　　員　20名（応募者多数の場合は抽選）

申込締切　12月12日(月) 

受講期間　１月12日（木）～3月9日（木）

教 材 費　7,000円

会　　場　大阪府立母子・父子福祉センター

申込方法　往復はがきまたはホームページ

申込・問

　大阪府母子家庭等就業・自立支援センター

　Tel　06-6748-0263

子育て

教　育

教育委員会委員に濱田  智美さんを再任
　令和４年９月定例会におきまして、議会の同意

をいただき、10月1日から教育委員会委員に任命

されました。

　濱田　智美（４期目）

【任期】令和４年10月１日から令和８年９月30日 

　　　　まで（４年）

はま  だ           さと   み

今
月
の
お
知
ら
せ
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〒
保育所

公民館●

消防署● 田尻町役場●

●ふれ愛センター

幼稚園

支援センター
玄関

★計測相談★

★わんぱくオープン★

すくすくセンター（子育て支援センター）
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します。
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・来館する方（お子様・保護者ともに）は来館前にご家庭で検温し、
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内容

日時

予約
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電話で受付
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10月11日まで電話・来所で受付（定員になり次第締め切ります）

内容
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月～金／午前9時～午後5時日時
生後６か月～就学前のお子様（町内在住）
利用にあたっては事前の登録が必要です。対象

内容

10月19日（水）・26日（水）のいずれか 10月12日（水）

平成31年4月2日～令和2年4月1日生のお子様とその保護者の方
10月6日まで電話・来所で受付（定員になり次第締め切ります）

いずれも午前10時～11時30分

日程

予約

内容
時間
対象

10月25日（火）10月11日（火）
製作あそび 運動あそび 子育てトーク

10月18日（火）
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高齢者インフルエンザ
予防接種の実施について

対 象 者　田尻町住民で

　①接種当日65歳以上で接種を希望する方

　②60歳以上65歳未満の方であって、心臓・じ

ん臓もしくは呼吸器の機能に自己の身辺の日

常生活活動が極度に制限される程度の障害を

有する人及びヒト免疫不全ウイルスにより免

疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度

の障害を有する人で接種を希望する方(上記

機能障害で身体障害者手帳1級又は相当程度

の方)

実施期間　10月15日から12月末(各医療機関の診

　　　　　察日)　期間を過ぎると全額自己負担

　　　　　になります。

接種回数　実施期間中1回

申 込 み　実施医療機関に直接お申し込みくださ

　　　　　い。

持 ち 物　・健康保険証・医療証など年齢と本人

　　　　　　が確認できるもの　　

　　　　　・上記②に該当する人で機能障害を有

　　　　　　する人はその旨を証明できる書類（医

　　　　　　師の診断書又は身体障害者手帳など）

接種費用　1,000円

　　　　　※変更等が生じた場合は、たじりっち

　　　　　　メールや町ホームページ等でお知ら

　　　　　　せします。

そ の 他　予防接種前には必ず説明書をよく読み

　　　　　ましょう。説明書は健康課もしくは接

　　　　　種医療機関にあります。

ピンクリボン大阪2022女性がんの検診啓発
～ピンクリボンまつりin大阪～

　大阪府民の皆さまに「乳がん・子宮がんの正し

い知識及び検診の大切さ」と「いのちの大切さ」

を知っていただく機会となるよう、今年もピンク

リボンまつりを開催します。皆さまのご参加をお

待ちしております！

日時　10月16日（日）午後5時～6時30分

会場　シークル観覧車周辺、YouTube配信

内容　挨拶

　　　贈呈式

　　　講演会　パネルディスカッション

　　　　　　　吹田徳洲会病院　藤本　泰久先生

　　　　　　　岸和田徳洲会病院　副院長

　　　　　　　　　　　　　　　尾浦　正二先生

　　　観覧車　ライティング　18時30分頃

　　　抽選会　事前に応募いただいた中から当日

　　　　　　　抽選をし、商品は後日発送されま

　　　　　　　す。

主催　特定非営利活動法人   ピンクリボン大阪

問　健康課　Tel 466-8811　Fax 466-8841

465-3471

490-3700

466-2433

479-5300

490-1081

吉見665－4

吉見250－1

嘉祥寺665－1

吉見596－6

吉見683－4

島田診療所

川野内科クリニック

みのにしわかこ
JOYクリニック
おくのホームケア
クリニック
ひらのひまわり
クリニック

医療機関名 住　　所 電話番号

泉佐野市・熊取町・阪南市・泉南市・岬町の協力
医療機関等については、健康課までお問合せくだ
さい。

問　健康課　Tel 466-8811　Fax 466-8841

田尻町協力医療機関

家庭ごみの野焼き行為は禁止されています！

　生活環境課　Tel 466-5005　Fax 465-3794
※農業廃棄物の焼却行為も、近隣に迷惑がかからないようご注意ください！

今
月
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健

　
　康

～その他随時、相談・訪問を
　　　　　　実施しています～

妊婦相談、育児相談、不妊症・不育症相談、こころとからだの相談
問　健康課　Tel 466-8811　Fax 466-8841

項　　　　目 対　　　　象 内容・持参品日　時・受　付
受　付　場　所

5 か 月 児
健 康 診 査

田尻町在住の方ヘ ル ス 相 談
栄 養 相 談

  

健康・栄養に関するいろいろな相談

10月11日（火)  午後 ※時間は個別に通知します

ふれ愛センター　1階　保健センター

10月17日（月)  午後 ※時間は個別に通知します

ふれ愛センター　1階　保健センター

10月14日（金)　午後1時30分～3時
ふれ愛センター　1階　相談受付

計測、小児科診察、育児・栄養相談　　　
持ち物：母子健康手帳、質問票、アンケート、
　　　　バスタオル
ブラッシング指導・歯科検診、フッ素塗布
（希望者のみ）、歯科・育児・栄養相談
持ち物：母子健康手帳、質問票、バスタオル、
　　　　普段使用している歯ブラシ・
                 コップ・タオル

令和4年4月10日生～
令和4年6月11日生

2 歳 6 か 月 児
健 康 診 査

令和２年2月1日生～
令和２年5月31日生

健康運動指導士による運動教室！！

健活プラス

日　時　10月18日(火)　※10月3日より申し込み開始　各定員15名 
　　　　午前10時～11時30分（受付9時45分） 
場　所　ふれ愛センター　3階　軽体育室　 
持ち物　室内履きの運動靴、飲み物（水分補給）、タオル、運動しやすい服装 
内　容　楽しく有酸素運動・ストレッチ・筋トレ等

ウォーキングスタイリストによる
運動教室！！

健活ウォーキング

日　時　10月21日(金)　午前10時～11時30分（受付9時30分）　
　　　　※事前申し込み不要
場　所　シーサイドドーム入口前
持ち物　飲み物（水分補給）、タオル、運動しやすい靴 
　　　　たじりっち広場でウォーキングします 

健康カフェ

日　時　10月21日(金)　午前11時～11時45分　
場　所　ふれ愛センター1階　検査室
対　象　田尻町在住の方
内　容　健康レシピの試食と健康づくりの情報提供
メニュー　かぼちゃのプリン

お気軽にどうぞ

※新型コロナウイルス感染症の状況により中止となる場合があります。
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※10月の健康カフェは３密を避けるため健活ウォーキング参加者を優先とさせていただきます。

乳
幼
児
健
康
診
査

毒キノコによる食中毒にご注意を！
　秋の行楽シーズンには、山登り等で採取した毒

キノコを食用キノコとして食べ、食中毒に至る

ケースが多く発生します。毒キノコを誤って食べ

ると、嘔吐・下痢・めまい等の症状を引き起こ

し、最悪の場合、死亡することもあります。

　毒キノコは山中だけでなく、身近な場所に生え

ていることもあります。素人判断で野生のキノコ

を採って食べることは大変危険です。絶対にやめ

ましょう！

【毒キノコによる食中毒を起こさないために】
①食用のキノコと確実に判断できないキノコは、

絶対に「採らない」、「食べない」、「売らな

い」、「人にあげない」こと！

健康課定例保健事業

②誤った言い伝えや迷信を信用しないこと！

※万が一、野生のキノコを食べて体調に異常を感

じたら、直ちに医療機関を受診してください。

食べたキノコが残っている場合は、持参して治

療の参考にしてもらってください。

問　大阪府泉佐野保健所衛生課　Tel 464-9688

今
月
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高齢者インフルエンザ
予防接種の実施について
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　　　　　※変更等が生じた場合は、たじりっち

　　　　　　メールや町ホームページ等でお知ら
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そ の 他　予防接種前には必ず説明書をよく読み

　　　　　ましょう。説明書は健康課もしくは接
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ピンクリボン大阪2022女性がんの検診啓発
～ピンクリボンまつりin大阪～

　大阪府民の皆さまに「乳がん・子宮がんの正し

い知識及び検診の大切さ」と「いのちの大切さ」

を知っていただく機会となるよう、今年もピンク
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内容　挨拶
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　　　　　　　吹田徳洲会病院　藤本　泰久先生

　　　　　　　岸和田徳洲会病院　副院長

　　　　　　　　　　　　　　　尾浦　正二先生

　　　観覧車　ライティング　18時30分頃

　　　抽選会　事前に応募いただいた中から当日

　　　　　　　抽選をし、商品は後日発送されま

　　　　　　　す。

主催　特定非営利活動法人   ピンクリボン大阪

問　健康課　Tel 466-8811　Fax 466-8841

465-3471

490-3700

466-2433

479-5300

490-1081

吉見665－4

吉見250－1

嘉祥寺665－1

吉見596－6

吉見683－4

島田診療所

川野内科クリニック

みのにしわかこ
JOYクリニック
おくのホームケア
クリニック
ひらのひまわり
クリニック

医療機関名 住　　所 電話番号

泉佐野市・熊取町・阪南市・泉南市・岬町の協力
医療機関等については、健康課までお問合せくだ
さい。

問　健康課　Tel 466-8811　Fax 466-8841

田尻町協力医療機関

家庭ごみの野焼き行為は禁止されています！

　生活環境課　Tel 466-5005　Fax 465-3794
※農業廃棄物の焼却行為も、近隣に迷惑がかからないようご注意ください！
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～その他随時、相談・訪問を
　　　　　　実施しています～

妊婦相談、育児相談、不妊症・不育症相談、こころとからだの相談
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　　　　バスタオル
ブラッシング指導・歯科検診、フッ素塗布
（希望者のみ）、歯科・育児・栄養相談
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　　　　たじりっち広場でウォーキングします 

健康カフェ

日　時　10月21日(金)　午前11時～11時45分　
場　所　ふれ愛センター1階　検査室
対　象　田尻町在住の方
内　容　健康レシピの試食と健康づくりの情報提供
メニュー　かぼちゃのプリン

お気軽にどうぞ

※新型コロナウイルス感染症の状況により中止となる場合があります。

17

※10月の健康カフェは３密を避けるため健活ウォーキング参加者を優先とさせていただきます。

乳
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児
健
康
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査

毒キノコによる食中毒にご注意を！
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し、最悪の場合、死亡することもあります。
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【毒キノコによる食中毒を起こさないために】
①食用のキノコと確実に判断できないキノコは、

絶対に「採らない」、「食べない」、「売らな

い」、「人にあげない」こと！

健康課定例保健事業

②誤った言い伝えや迷信を信用しないこと！

※万が一、野生のキノコを食べて体調に異常を感

じたら、直ちに医療機関を受診してください。

食べたキノコが残っている場合は、持参して治

療の参考にしてもらってください。

問　大阪府泉佐野保健所衛生課　Tel 464-9688
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一貫校への取組を強化します！お知らせ

　10月～11月は麻薬・覚醒剤・大麻乱用防止運
動月間です。
　薬物乱用のない社会をつくりましょう。

問　大阪府薬務課　
　　Tel 06-6941-9078　Fax 06-6944-6701

STOP! 薬物乱用

　65歳、75歳のお誕生日を町内に居住する三世
代でお祝いしてもらうため、町内の指定販売店
でケーキと交換できる「三世代ケーキ券」の交
付をしています。
対 象 者　次のお誕生日で65歳、75歳になる方
　　　　　のうち、次の要件の全てに該当する
　　　　　方（誕生月の前月１日時点）
　　　　　①対象者本人が、田尻町に６ヵ月以
　　　　　　上住民票がある
　　　　　②対象者又はその配偶者の直系卑属
　　　　　　である１親等（子）及びその子（孫）
　　　　　　の住民票が田尻町にある
申請期間　65歳、75歳の誕生月の前月１日から
　　　　　66歳、76歳の誕生月の前月末まで

問　福祉課　Tel466-8813　Fax466-8841

三世代でお誕生日をお祝いしましょう！

　精神保健にかかわるボランティアを希望され
る方、やってみたい方はボランティア講座を受
講しませんか。(１回のみの受講も可)
日 時
　10月5日（水）午後1時30分～
　　「ボランティアとは」
　10月13日（木）午後1時30分～
　　「心の病気（精神疾患）とは」
　10月19日（水）午後1時30分～
　　　デイケア、就B事務所、ルリエ、見学
場 所
　泉佐野市社会福祉センター 2階　小会議室
（※地図参照）
定 員　10名
申 込
　　地域活動支援センター「ルリエ」 
　　Tel 050-1559-0531
　（コロナ感染拡大状況により中止または延期
　　になる事があります。）

問　地域活動支援センター「ルリエ」
　　（所在地：泉佐野市春日町1-25）
　　Tel 050-1559-0531
　　福祉課　Tel 466-8813　Fax 466-8841

精神保健ボランティア講座

福　祉

日　時　10月19日（水）
　　　　　①午前10時～正午
　　　　　　（受付は午前11時30分まで）
　　　　　②午後1時～4時30分
　　　　　　（受付は午後4時まで）
場　所　たじりふれ愛センター
問　福祉課　
　　Tel 466-8813　
　　Fax 466-8841

献血にご協力ください
※季節により果物は変わります

三世代で
　お祝い！！

泉佐野市社会福祉センターの地図

旧
カタナヤ
　　　●

泉佐野駅方面

泉佐野高架

さと● ●きんぐ

山出
交差点

ダンバラ
公園

セレモ
平安
●

楓こころの
ホスピタル
●

●泉佐野消防泉佐野市役所●

長滝方面

日根野
犬鳴
方面

オークワ
D-2

ダンバラ
火葬場

ゆたか
クリニック

社会福祉センター
●GS

熊取方面

第二阪和国道（国道26号線）

市役所前

貝田方面
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一貫校への取組を強化します！お知らせ

　田尻町では、急病や火災等の緊急事態発生時

に、簡易に第三者へ通報できるように「緊急通

報システム（本体・ペンダント）」を貸し出し

ています。利用を希望される方は、福祉課まで

お問い合わせください。（※固定電話が無い方

には、モバイル型の緊急通報システムも貸し出

していますのでご相談ください。）

対象者
　・概ね65歳以上のひとり暮らしの高齢者

　・概ね65歳以上の高齢者のみで構成される世

　　帯で障害やねたきり等の状態にある方　

　・概ね65歳以上の高齢者が属する世帯で介護

　　する者が障害等の理由により連絡を取れな

　　い方

　・ひとり暮らしの重度身体障害者

　・同居人のいる高齢者で、同居人が就労・就

　　学等の理由により継続的に独居となる方

利用料
　※移設・修繕費、電話料金は利用者負担

　［住民税非課税世帯］　　無料

　［住民税課税世帯］  1,265円／月（固定型）

　　　　　　　　　     2,200円／月（モバイル型）
　

問　福祉課　Tel 466-8813　Fax 466-8841

　憩いの場創出事業でご利用いただいておりま

すホテルベイガルズの大浴場は、メンテナンス

のため、11月5日（土）はご利用いただけません

ので、ご注意ください。

問　福祉課　Tel 466-8813　Fax 466-8841

緊急通報システムを貸し出します 
　認知症により徘徊し、行方不明になった場合

に早期発見・早期保護できるよう、GPS機器等

を利用し、居場所を探し出すシステムの初期購

入費を助成します。

対象者
　・田尻町に住所があり、認知症により徘徊行

　　動の恐れがある高齢者で、田尻町徘徊高齢

　　者等SOSネットワークに登録されている方

助成の対象となる費用
　・徘徊探知機及び付属品の購入費用及びレン

　　タル費用（初回に係る費用に限る。）

　・契約に必要な加入手数料や登録手数料

費用助成限度額（上限）
　17,000円（消費税及び地方消費税相当額含む）

問　福祉課　Tel 466-8813　Fax 466-8841

GPS機器の初期購入費等を助成します！

　重度障害者医療証の交付・更新の受付を行い

ますので、すでに助成を受けている方、また、

下記に該当する方は、ふれ愛センターまでお越

しください。

　なお、重度障害者医療とは、次の対象者の方

について、医療費の一部を助成する制度です。

対象者
　○身体障害者手帳１、２級所持者

　○療育手帳（Ａ）所持者

　○身体障害者手帳及び療育手帳（Ｂ１）所持者

　○精神障害者保健福祉手帳１級所持者

　○指定難病（特定疾患）受給者証所持者で障

　　害年金（又は特別児童扶養手当）１級該当者

　　※所得制限があります。

必要なもの　

　①健康保険証

　②障害の状況を証する書類

　③重度障害者医療証（現在お持ちの方）

期間　10月5日（水）～10月21日（金）

問　福祉課　Tel 466-8813　Fax 466-8841

重度障害者医療証の交付・更新申請

憩いの場創出事業のお知らせ

今
月
の
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一貫校への取組を強化します！お知らせ

　近年の個人情報に対する意識の高まりや、偽
りその他の不正な手段による住民票・戸籍など
の取得及び届出防止のため、住民基本台帳法及
び戸籍法により、住民票及び戸籍謄（抄）本を
取得できる範囲が制限されています。また、窓
口において公的な身分証明書により本人確認を
行うことが義務付けられています。

具体的にはどのような取扱いがされるのです
か？
　住民票については、以下の方が請求できま
す。
①本人又は同一世帯の方（一緒にお住まいで

あっても、住民票上の世帯が別の場合は委任
状が必要となります。）

②代理人（委任状が必要です。）
　＊親が、住民票上の世帯が別になっている子

どもの住民票を、代理で請求する場合など
は、同じ住所地番であっても、子どもの書
いた委任状が必要です。

　戸籍謄（抄）本については、以下の方が請求
できます。
①戸籍に記載されている方又は配偶者
②戸籍に記載されている方の直系親族（親子、

祖父母、孫など。兄弟姉妹は直系親族にはあ
たりません。）

③代理人（委任状が必要です。）
　＊兄が、戸籍の筆頭者となっている弟の戸籍

を代理で請求する場合などは、弟の書いた
委任状が必要となります。

　また、転出・転入等の手続きや、戸籍に関す
る届出の際にも、必ず窓口に来られた方の本人

窓口での本人確認にご協力ください

住民・戸籍

確認を行います。

本人確認はどのような方法で行うのですか？
　運転免許証・健康保険証・パスポート・マイ
ナンバーカード（顔写真付きのもの）・住民基
本台帳カード（顔写真付きのもの）・身体障害
者手帳等、公的な身分証明書の提示を受ける方
法によって行います。
＊戸籍謄（抄）本を請求される場合、顔写真付

きの身分証明書であれば1点、健康保険証等の
顔写真付きでない身分証明書であれば2点の提
示が必要となります。

マイナンバーが記載された住民票を代理人が申
請する場合、本人への郵送による取扱いとなり
ます
　マイナンバー（個人番号）が記載された住民
票を代理人が申請する場合、代理人への直接の
交付ではなく、本人（委任者）に対し、郵便で
送付する取扱いとなります。
　代理人の方には、申請の際に送付用の封筒を
別途提出していただく必要があります。封筒に
84円切手を貼付し、本人（委任者）の住所と氏
名をご記入ください。また、簡易書留等の特殊
郵便をご希望の方は追加分の切手を貼付してく
ださい。

虚偽等の届出をした人には罰則が科せられます
　虚偽や不正な手段により住民票や戸籍に関す
る書類を取得したり、届出等を行ったりした人
には罰金または懲役が科せられます。

問　住民課　Tel 466-5004　Fax 465-3794

ペットの糞の後始末は飼い主の責任！
～飼い主のマナーが問われます～　　Tel 466-5005　Fax 465-3794
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一貫校への取組を強化します！お知らせ

ジェネリック医薬品とは？

　先発医薬品（これまで使われてきた新薬）の特

許が切れた後に販売される医薬品であり、先発

医薬品と同じ有効成分を同量含み、同等の効き

目があると国に認められた医薬品です。

　ジェネリック医薬品を希望される場合は、医

師・薬剤師にご相談ください。

ジェネリック医薬品を使うメリット
　ジェネリック医薬品は開発にかかる費用が抑

えられていることから、先発医薬品より安価で

経済的です。

切り替え時のご注意

・すべての先発医薬品に対してジェネリック医 

薬品が対応しているわけではありません。

・使用できる病気（効能）が異なるなどの理由で

切り替えできない場合があります。

・先発医薬品と色や大きさ、形などが異なること

があります。

・医療機関・薬局によっては取り扱っていない

ジェネリック医薬品もあります。

問　大阪府後期高齢者医療広域連合　給付課

　　Tel 06-4790-2031　Fax 06-4790-2030

　　または

　　住民課　Tel 466-5004　Fax 465-3794

ジェネリック医薬品（後発医薬品）を
利用してみませんか？

国民健康保険被保険者証の窓口交付を
ご希望の方は手続きをお願いします

　役場で被保険者証の交付を希望される方は、

10月13日（木）までに住民課に来庁いただき手

続きをお願いします（来庁が難しい方は、ご連

絡をお願いします）。

　希望された方は、10月18日（火）以降、住民

課で旧被保険者証と引き換えに新しい被保険者

証をお渡しします。

問　住民課　Tel 466-5004　Fax 465-3794

　国民健康保険加入の方対象に、近隣医療機関

で人間ドックを受診することができます。

　費用　人間ドック　5,000円

　　　　人間ドック（脳ドック含む）　15,000円

　対象　30歳以上の国民健康保険被保険者

　　　　（4月以降に特定健診を受診された方、

　　　　 保険料に未納のある方は除く）　

問　住民課　Tel 466-5004　Fax 465-3794

人間ドック受診のご案内

後期高齢者医療

国　保

　新しい被保険者証を10月下旬に世帯主あてに

簡易書留（転送不要）で送付します（保険料に

未納がある世帯を除く）。

国民健康保険被保険者証が更新されます

・世帯全員分を同封しております。併せて被保

　険者証ケースも同封していますのでご利用く

　ださい。

・郵便配達時にご不在だった場合は、配達郵便

　局で一時保管されます。「郵便物等お預かり

　のお知らせ」に書かれている郵便局へお問合

　せください。

現在お持ちの被保険者証について

・10月31日で期限が切れます。旧被保険者証は

　期限後は使用できませんので、各自処分をお

　願いします。

・「高齢受給者証」「限度額適用認定証」「標

　準負担額減額認定証」は現在お持ちのものを

　引き続きご利用ください。

問　住民課　Tel 466-5004　Fax 465-3794
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一貫校への取組を強化します！お知らせ

　国民年金加入者の皆さまに、口座振替により

保険料を納めていただいた場合の「便利」で

「お得」な情報をお知らせします。

便利　

口座振替により保険料を納めていただくと…

※自動引き落としで納め忘れの心配がありませ

　ん

※金融機関へ行く手間と時間も省けます。

　　　　　　　　　　　さらに！！
お得

前納制度をご利用いただくと、

※現金で月々保険料を納付した場合に比べ、割

　引になり大変お得です。

お申込み方法

・口座振替申出書に必要な事項を記入・押印

（金融機関のお届け印）しお申し込みくださ

い。

　また、金融機関窓口にご提出いただいても結

構です。

　前納は、①1年分及び上期6か月分（4月分～9

月分）は2月末

②下期6か月分（10月分～翌年3月分）は8月末ま

でにお申し込みください。

申込・問　

　住民課     　　　　Tel 466-5004　Fax 465-3794

　または

　貝塚年金事務所　 Tel 431-1122　Fax 431-3038

国民年金保険料の
口座振替･前納制度のご案内 　インボイス制度に関する説明会が開催されま

す。

　申し込みや開催日時などの詳しい情報は、下

記にお問い合わせください。

　インボイス制度の詳しい情報は、国税庁ＨＰ

の、「インボイス制度特設サイト」をご覧くだ

さい。

　オンライン説明会の模様、申請手続きに関す

ることやＱ＆Ａなども掲載しています。

申込・問　泉佐野税務署　法人課税第１部門　

　　　　　Tel 462-3471　内線252

インボイス制度説明会のお知らせ

税年　金

⬅

インボイス特設サイト 

インボイス説明会 

　昨年同様、税務署主催の年末調整説明会は、

実施いたしません。

　なお、必要な諸用紙については、国税庁ホー

ムページから入手可能です。

　また、年末調整等に関するパンフレットにつ

いても、国税庁ホームページの「年末調整がよ

くわかるページ」からご確認ください。

問　泉佐野税務署　Tel 462-3471

年末調整説明会のお知らせ
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一貫校への取組を強化します！お知らせ

生活・環境
　浄化槽法では、「保守点検」、「清掃（年1回以

上）」、及び「定期検査（年1回）」（11条検査）

を受けること、並びにその記録を３年間保存す

ることが義務付けられています。浄化槽を管理

される方は、適正な維持管理をお願いします。

問　泉佐野保健所 衛生課　

　　Tel 462-7982   Fax 464-9680

浄化槽の維持管理について

　業務用エアコンなどを捨てる際には、フロン

排出抑制法に基づき、フロン類充填回収業者に

フロン類の回収を依頼してください。フロン類

の未回収には、50万円以下の罰金が科せられま

す。

問　大阪府産業廃棄物指導課

　　Tel 06-6210-9570

業務用エアコン・冷凍冷蔵機器の
廃棄には、フロン類の回収が必用です！

　本来食べられるのに捨てられてしまう食品

（食品ロス）は、年間522万tにものぼります。

　大阪には、つつましくも、食材を立派に活か

す「始末の心」という食文化があります。

　家にある食材で料理を作り、食べきるなど、

おいしく食品ロスを削減しませんか。

問　生活環境課　Tel 466-5005   Fax 465-3794

食品ロス削減について

日　　時　11月17日（木）午後2時～4時

会　　場　ふれ愛センター１階　団体活動室

定　　員　個別相談　８組

※相談会は事前申込（先着順）となっています。

　都市みどり課窓口、または、電話でお申込み

　ください。

申込期間　10月11日（火）～10月31日（月）

　　　　　（ただし、土・日は除く）

　　　　　午前8時45分～午後5時

申込・問　都市みどり課　

　　　　　Tel 466-5006　Fax 466-5025

空家問題でお困りではありませんか？
空家等相談会を開催します

　令和4年10月から令和5年2月の間、下図の箇所

において、吉見ノ里駅構内踏切移設工事を行い

ます。　

　なお、工事期間中も駅の利用は可能です。

　ご迷惑をおかけしますが、ご理解、ご協力を

お願いします。

問　都市みどり課
　　Tel 466-5006　Fax 466-5025
　　南海電鉄㈱　施設部　Tel 06-6644-7175

南海本線吉見ノ里駅構内
踏切移設工事について

駐  輪  場
吉見ノ里駅

工事箇所
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一貫校への取組を強化します！お知らせ

　抽選で泉州や和歌山県の特産品が当たる『周

遊スタンプラリー「泉州・和歌山」CycleRide2022

秋』を10月7日（金）から開催します。

　参加は無料で、スマートフォン用アプリ「泉

州くるナビ」を使って泉州・和歌山を巡る2つの

コースを自転車で回り、GPSを利用してスタンプ

を集めるイベントです。

　多くの町民の皆さまのご参加をお待ちしてお

ります。

　詳しくは、「泉州・和歌山」CycleRide2022秋

公式ホームページを

ご覧ください。

『周遊スタンプラリー「泉州・和歌山」
CycleRide2022秋』を開催します！

行政書士による無料相談会

その他

日　時　10月30日（日）午前10時～午後5時

場　所　イオンモールりんくう泉南2階

　　　　イオンホール

内　容　相続手続・遺言書作成・許認可業務・任

　　　　意後見・農地、生産緑地に関する事・交

　　　　通事故保険請求・協議離婚等

問　大阪府行政書士会　泉州支部

行政相談週間のお知らせ

　10月17日（月）から23日（日）までは「行政相談週

間」です。

　総務大臣委嘱の行政相談委員が、次の行政相談

所を開設します。毎日の暮らしの中、国・府・町

の仕事などで、「困った」「納得できない」

「もっと詳しく知りたい」などの相談ごとがあり

ましたら、お気楽にご利用ください。

日　時　10月27日（木）午後１時～３時

場　所　公民館　講座室２

相談員　行政相談委員　金田あけみ　さん

　　　　　　　　　　　香月いずみ　さん
申込・問　企画人権課　
　　　　　Tel  466-5019　Fax 466-8725

　育児休業を取得しやすい雇用環境整備などが令
和4年4月1日から事業主に義務化されたことに続
き、令和4年10月1日からは、産後パパ育休（出生
時育児休業）や育児休業の分割取得の制度が施行
されました。
　詳細は、下記からご確認ください。
●育児・介護休業法について
　（厚生労働省ホームページ）
https://www.mhlw.go.jp/stf/
seisakunitsuite/bunya/
0000130583.html　
●リーフレット「育児・介護休業法　改正のポイ
　ントのご案内」
https://www.mhlw.go.jp/
content/11900000/
000789715.pdf

問　産業振興課
　　Tel 466-5008　Fax 466-5025
　

事業主の皆さまへ
改正育児・介護休業法のお知らせ

期　間　10月7日（金）～12月12日（月）

参加費　無料

問　周遊スタンプラリー「泉州・和歌山」　　

　　CycleRide2022秋事務局（東武トップツアー

　　ズ株式会社　堺支店　受託）

　　Tel 072-221-5151

　　E-mail　cycleride2022@tobutoptours.co.jp

　　営業時間　平日午前9時30分～午後5時30分

　　　　　　　（土日祝日休み）
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一貫校への取組を強化します！お知らせ

　日本ステンドグラス作家協会会員　ステンドグラス工房ダイモンのステンドグラス作品展。

　歴史館で使われているステンドグラスと現在のステンドグラスのコラボをお楽しみください。

　東京都美術館で開催した同協会展で展示した作品も展示しています。

　展示期間中はステンドグラス工房スタッフによるリーズナブルコーナーでランプ・アクセサリー等

の販売もしています。

日　時　10月21日（金）午前10時～　23日（日）午後４時

休館日　毎週水曜日、12/29～1/3 
申込・問　田尻歴史館（指定管理者　(株)ビケンテクノ）　Tel 465-0045

ステンドグラス作品展 in 田尻歴史館

田 尻 歴 史 館 催 事 案 内

　日本全国で近代化遺産の公開事業を開催します。事業の一つとして田尻町では田尻歴史館の見学と

担当者による説明会を開催します。

　田尻歴史館耐震補強等保存修理工事（令和元年6月～令和4年6月）の概要や工事により判明したこ

とについて、工事担当者が説明します。

見学会　本町教育委員会文化財保護担当職員

説明会　一般財団法人建築研究協会　伊藤　誠一郎氏

日　時　11月3日（木・祝）午後2時30分～4時30分

参加費　1,000円（茶菓付）当日徴収。

定　員　20名

申込受付期間　10月8日（土）～10月28日（金）

申込方法　町ホームページの田尻歴史館のページより必要事項を入力の上、お申

　　　　　し込みいただくか、田尻歴史館（水曜日休館）にて申込用紙に必要事

　　　　　項を記入の上お申し込みください。

申込・問　社会教育課　Tel 466-5029　Fax 466-5095

近代化遺産全国一斉公開2022　企画事業　『田尻歴史館（旧谷口家吉見別邸）を探る』

田尻歴史館のページ
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自分という唯一の存在
　わたしたちは、生まれながらにしてそれぞれ独自
の個性を持っています。自分という個性は、唯一の
存在です。
　人は、しばしば自分は優れている・劣っている
と、まわりの人と比較してしまいます。しかし、自
分自身をみつめて、自分という存在そのものに、か
けがえのない価値があると自覚することが何よりも
大切なのです。
「自尊感情」（セルフエスティ－ム）とは
　「自分はかけがえのない大事な存在だ」と思える
気持ちを「自尊感情」（セルフエスティーム）と
いいます。
　欠点や短所も含めたありのままの自分を肯定的に
認め、自分を好きになり、身近な人間関係のなかで
自分を価値あるものだと考えられるようになる気持
ちをいいます。
　自尊感情は人が生きていく上で最も大切な感情の
一つです。こうした感情がなければ、人は社会のな
かで自分という存在の意義を見出すことができず、

10月は「大阪府部落差別事象に係る調査等の規制
等に関する条例」啓発推進月間
　結婚差別や就職差別などは重大な人権侵害をも
たらします。
　「大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に
関する条例」は、部落差別事象の発生を防止し、
基本的人権を守るため、部落差別事象を引き起こ
すおそれのある個人及び土地に関する事項の調
査、報告等を規制しています。
　部落差別につながるおそれのある調査の依頼を
やめ、差別のない明るい社会を築きましょう。
　また、戸籍謄（抄）本・住民票は、原則として
本人以外は弁護士や司法書士等が職務目的で入手
することしかできません。委任状の偽造などによ
る不正取得は違法行為です。

問　大阪府府民文化部人権局人権擁護課
　　人権・同和企画グループ
　　Tel 06-6210-9282　Fax 06-6210-9286

企画人権課　人権・男女共生室
Tel 466-5019　Fax 466-8725

問

自尊感情を育てる

なくそう部落差別！

　離婚に関する相談や暴力（DV、ストーカー、
セクシュアル・ハラスメント、性暴力、性犯罪）
被害に関する相談を女性弁護士がお受けします。
対　　象　田尻町・泉佐野市・泉南市・阪南市・
　　　　　熊取町・岬町に在住・在勤の女性
日　　時　11月18日（金）午後１時～５時
　　　　　（相談時間は一人25分）
場　　所　泉南市立市民交流センター１階相談室
　　　　　（泉南市樽井9丁目16番2号）
費　　用　相談・一時保育とも無料
定　　員　8人（完全予約制・先着順）
一時保育　1歳から就学前まで
　　　　　（申込時に予約要。11月4日（金）まで）
受付開始　10月11日（火）午前９時から
協　　賛　国際ソロプチミスト大阪―りんくう
申込・問　泉南市　人権推進課
　　　　　Tel 480-2855　Fax 482-0075
　　　　　午前９時～午後５時30分
　　　　　（ただし、土日祝日は除きます）

女性のための特設法律相談

人権のひろば

参考：大阪府発行『大阪府人権白書　ゆまにてなにわ36』

身近な人との人間関係を築こうという気持ちにもな
れません。
自尊感情は人権意識の基本
　自分を価値あるものだと考えられれば、他の人の
存在もきちんと受け止めることができます。逆に自
分が大切にされた経験がなければ、他の人のことを
大切に思うことがむずかしくなりやすいといわれて
います。
　そのため、自尊感情はすべての人の人権を尊重す
る意識の基本であるといえます。
子どものころからの自尊感情
　「まだ子どもだから」とか「子どものくせに」
などと言われ続けると、その子どもは自分に否
定的になり、他の人のことも信じなくなりがち
です。
　子どものころから自尊感情を育てていくために
は、大人が子どもを一人の人として大切に見守って
いくことが必要です。
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女性のための特設法律相談

人権のひろば

参考：大阪府発行『大阪府人権白書　ゆまにてなにわ36』

身近な人との人間関係を築こうという気持ちにもな
れません。
自尊感情は人権意識の基本
　自分を価値あるものだと考えられれば、他の人の
存在もきちんと受け止めることができます。逆に自
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　「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律（令和元年法律第55号。以下「法」とい
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セン病元患者との間で望んでいた家族関係を形成することが困難になる等長年にわたり多大の苦痛と苦
難を強いられてきたにもかかわらず、その問題の重大性が認識されず、これに対する取組がなされてこ
なかった、その悲惨な事実を悔悟と反省の念を込めて深刻に受け止め、深くおわびする」旨が述べられ
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補償金支給業務室)の下記担当窓口にご連絡ください。
厚生労働省補償金担当窓口
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〈電話番号〉　03-3595-2262
〈メールアドレス〉　hoshoukin@mhlw.go.jp
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　e-mail：hansensoudan@osaka-saiseikaijp　Tel  06-7506-9424

ハンセン病回復者のご家族に対する補償金の支給制度について

実在する組織をかたる
　フィッシングメールに注意！
●事例●
　大手通販サイトからクレジットカード番号を
登録し直すようにとのメールが来たので、記載
されていたＵＲＬをクリックし名前やカード番
号などを入力した。その後、約５万円分のカー
ド利用がされていたことが判明した。
●ひとことアドバイス●
　通販サイト、クレジットカード会社、フリマ
サービス運営事業者、携帯電話会社などの実在
する組織をかたり、パスワードやアカウントＩ
Ｄ、暗証番号、クレジットカード番号などの情
報を搾取するフィッシングの手口が多発してい
ます。
　メールに記載されたＵＲＬには安易にアクセ

スせず、事業者の正規のホームページでフィッ
シングに関する情報がないか確認しましょう。
日ごろから公式アプリやブックマークした事業
者のサイトにアクセスすることを習慣にしま
しょう。
　メールのＵＲＬにアクセスし、個人の情報を
入力してしまうと、クレジットカードや個人情
報を不正利用されるおそれがあります。もしア
クセスしてしまっても、個人情報は絶対に入力
してはいけません。
　不安に思ったりトラブルに遭った場合は、消
費者ホットライン１８８（局番なし）にご相談
ください。

問　相談スペース　ほっ…と。Tel 466-5018
　　産業振興課　Tel  466-5008　Fax 466-5025

相談スペース　ほっ…と。便り№49
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「たじり子どもの安全見まもり隊」ボランティア募集！！

安全・安心トピックス

　「たじり子どもの安全見まもり隊」では、交通安全の見まもり活動として、主に小学校１年生～２年

生の登校・下校時間に合わせて、子どもたちが安全に交差点を横断できているかを見まもる活動を行っ

ております。子どもたちに声をかけるなど積極的に関わっていくことは、子どもたちの健やかな成長に

寄与するとともに、地域のみなさまが防犯活動を行っているアピールにもなり、犯罪防止につながって

います。

　今後も子どもたちの安全のために継続的により多くの町民の方のご協力が必要です。

　通学する子どもたちの笑顔を見ながら、少しでも見まもり活動に参加してみませんか？（団体・個人

を問いません。）

　お気軽にお問い合わせください。

〇田尻町防犯連絡協議会のみなさまにより、夏季

　防犯パトロールが行われました。暑い中、ご協

　力いただきありがとうございました。田尻町の

　子どもたちの安全は、町民みなさまのご協力に

　より守られています。今後も花の水やりや、犬

　の散歩のときなどに、子どもたちに目をむけ、

　見まもっていただきますようご協力お願いいた

　します。

問　たじり子どもの安全見まもり隊事務局　安全安心まちづくり推進局　Tel 466-5009　Fax 466-5025

全国地域安全運動　～みんなで力をあわせて安全・安心まちづくり～
（期間：令和4年10月11日（火）から10月20日（木）まで）

重点　★ 子供と女性の犯罪被害防止

　　　★特殊詐欺の被害防止

　　　★自動車関連犯罪の被害防止

「もって安全　つかって安心　安まちアプリ」　

　大阪府警察「安まちアプリ」を活用して安全・安心！

　安まちアプリのダウンロード・各種犯罪被害防止・運動期間中の警察行事については、泉佐野警察署

ホームページをご覧ください。

　　

右のQRコードからも閲覧できます。

問　泉佐野警察署生活安全課　Tel 464-1234　Fax 462-0854

ベストと帽子を
安全安心まちづくり推進局にて

配布してます！
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救急に関する講習会のご案内

放置ボンベ撲滅週間　10月23日（日）～29日（土）

119だより

　当消防組合では、下記の講習会を実施しています。
申し込み方法、日程等の詳細については、当消防組合ホームページ（https://www.senshu-minami119.jp/）をご覧く
ださい。
上級救命講習（年5回）
　普通救命講習で学ぶ内容に加えて、骨折、外傷、やけどなどに対する応急手当や搬送法を学んでいただく講習
です。
　講習修了者には修了証が交付されます。
応急手当普及員講習（年2回）
　所属する事業所の従業員の方や地域の方などに対して、「AEDの使い方」を含む心肺蘇生法を指導していただ
く指導者育成のための講習です。
　講習修了者には認定証が交付されます。
応急手当普及員再講習（不定期）
　応急手当普及員の認定は、資格取得から3年で失効します。応急手当普及員再講習を受講することによって、さら
に3年間有効となります。
　再講習修了者には新しい認定証が交付されます。

問　泉州南広域消防本部　警防部警備課（平日9時～17時30分）
　　Tel 469-0119（音声ガイダンスが流れますので、④番「警備課」を押してください。）Fax 460-2119
　救命入門コース及び普通救命講習会についての相談・申し込みについては、最寄りの消防署へご連絡ください。
　また、場合によっては、中止・延期の判断となることもございますので予めご了承ください。

～ありませんか　あなたの周りに　放置ボンベ～　皆さまの身の回りも、今一度ご確認ください！
放置ボンベとは？　空地等に投棄されているボンベや、事業所内で長期間使用されずに置かれている高圧ガスボ
　ンベのことです。
危険です！　ボンベの中には高い圧力のかかったガスが入っています。ボンベが錆びていたりすると強度が低く
　なり、少しの衝撃で破裂する恐れがあります。
こんなところに…　ガレージ、マンションのごみ置き場、建設現場、学校、工場、飲食店、空地等様々な場所に
　ある可能性があります。
発見したら！　・ボンベが錆びていたり、変形していたら絶対に触らないでください。
　　　　　　　・ボンベに表示されている電話番号へ連絡してください。
　　　　　　　・消防署では引取り業務は行っていません。

【処分・相談窓口】　ＬＰガス　　　　大阪府ＬＰガス協会（Tel 06-6264-7888）
　　　　　　　　　　ＬＰガス以外　　近畿高圧ガス容器管理委員会（Tel  06-6251-5179）
　　　　　　　　　　カセットボンベ　社団法人日本ガス石油機器工業会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　カセットボンベお客さまセンター（Tel  0120-14-9996）
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一貫校への取組を強化します！お知らせ

ますから汚水があふれたり、ますが破損したときは…
　　　　　

　公共ますから道路側の部分については、町で管理しています。公共ま

すが破損したり、公共ますから汚水があふれたりした場合は、土木下水

道課にご連絡ください。

　また、ご自宅内から公共ますまでにある接続ますなどの排水設備については、お客様の管理です。接

続ますが破損したり、排水設備が詰まったりした場合の費用はお客様の負担となります。接続ますの破

損や排水設備の詰まりについては、田尻町指定排水設備工事業者や排水管の清掃業者に修繕を依頼して

ください。

　排水設備の維持管理について、気になることがあれば土木下水道課までお気軽にお問い合わせくださ

い。

○グリーストラップ（油脂阻集器）の維持管理

　業務用厨房等からの排水には、多量の油脂分が含まれています。この排水を適正に処理せずそのまま

放流すると油脂分が管に付着し続け、宅内の排水管や公共下水道管の閉塞を招くことになります。グリ

ーストラップは、排水に含まれる油脂分を冷却・凝固させることにより阻集し、流出することを防ぐ装

置です。

　設置されている皆さまには、定期的な点検及び清掃を心がけていただきますようお願いします。

問　土木下水道課　Tel 466-5007　Fax 466-5025

排水設備の維持管理
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一貫校への取組を強化します！お知らせ

　横断歩道で歩行者が犠牲となる交通事故が後を絶ちません。
　本来、交通ルールでは横断歩道に近づいた車両は横断する歩行者
がいないことが明らかな場合を除き、その手前で停止できるように
速度を落として走行しなければなりません。さらに、横断歩道を横
断しようとする歩行者があるときは、当該横断歩道の直前で一時停
止し、かつ、その横断をさまたげないようにしなければならないと
して、「横断歩道における歩行者優先」を定めており、違反した場
合、下記の罰則等が課せられます。
　しかし、調査によると、一時停止率は全国平均21.3％であり約８割
の車両が止まらないという結果が出ています。
　運転者の皆さまにおかれましては、交通安全のため交通ルールを
しっかりと守りましょう。

◯罰則等　罰　　則　　3ヵ月以下の懲役叉は５万円以下の罰金
　　　　　反 則 金　　大型車12,000円、普通車9,000円、二輪車7,000円、原付車6,000円
　　　　　基礎点数　　2点

問　土木下水道課 　Tel 466-5007   Fax 466-5025

横断歩道前の手前では減速、歩行者優先

「ファストトラベル」で快適な旅を！
　「ファストトラベル」とは、様々なIT技術
を活用して、お客さまの空港での待ち時間を
減らすために推進している取り組みです。こ
の取り組みの一環として、関西国際空港の保
安検査場では、スマートレーンが導入されて
います。スマートレーンを導入することで、
複数のお客さまが同時に検査の準備ができ、
準備ができた方から順に検査レーンをご利用できるため、これ
までより混雑を緩和しスムーズに手荷物検査を終えることがで
きます。
　新しくオープンする新国内線エリアの保安検査場にもスマー
トレーンが導入されるため、ご搭乗までの待ち時間でレストラ
ンやショッピングをより楽しく快適に過ごしていただけるよう
になります。
　関西エアポートグループは、引き続き、お客さまに空港を快
適にご利用いただくための環境づくりを進めてまいります。
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一貫校への取組を強化します！お知らせ

ますから汚水があふれたり、ますが破損したときは…
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一貫校への取組を強化します！お知らせ
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　　　　　反 則 金　　大型車12,000円、普通車9,000円、二輪車7,000円、原付車6,000円
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になります。
　関西エアポートグループは、引き続き、お客さまに空港を快
適にご利用いただくための環境づくりを進めてまいります。
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日　時　11月3日（木・祝）
行　先　兵庫県　JR福知山線廃線敷ハイキング
出　発　午前8時00分（集合：7時50分）
帰　着　午後5時30分頃
集　合　田尻漁港駐車場　※雨天決行
持　物　お弁当、水筒、タオル、雨具等、懐中電灯（トンネルの中を歩くので必須）
対　象　田尻町在住・在勤者及びその家族
定　員　45名(定員になり次第締切ります)
費　用　中学生以上　　2,000円
　　　　小学生・幼児　1,000円
　　　　3歳以下　　　　100円（保険代）
　　　　＊参加申し込み後のキャンセルについては、参加費の返金はできません。
申　込　10月16日（日）午前9時30分～　参加費を添えて田尻町立公民館1階ロビーへ
主　催　田尻町スポーツ協会　レクリエーション連盟
共　催　田尻町スポーツ推進委員協議会・田尻町教育委員会

問　田尻町スポーツ協会　レクリエーション連盟　打田　Tel 466-2157

掲 示 板掲 示 板掲 示 板み
ん な

の

歩こう会（さわやかハイキング）

全国大会出場！

関西学生選手権　水泳競技大会
今　村　圭　吾
印　南　澄空斗

大学1回生
大学1回生

1500m自由形
800ｍ自由形

15分38,28秒
7分38,01秒

優勝
5位

大阪プール　2022.7.21～2022.7.24

大阪府ジュニア選手権　水泳競技大会

印　南　海　妃 小学5年生
200ｍ個人メドレー

50ｍ平泳ぎ
50ｍバタフライ

2分41,22秒
36,99秒
32,75秒

優勝
優勝
2位

大阪プール　2022.7.2～2022.7.3

近畿高等学校選手権　水泳競技大会

久　野　日菜乃 高校3年生
800m自由形
400m自由形

8分53,39秒
4分18,14秒

優勝
2位

秋葉山プール　2022.7.22～2022.7.24

上記試合の結果、
日本学生選手権　　今村　圭吾、印南澄空斗　選手
全国高校総体　　　　　　　　　久野日菜乃　選手
全国ジュニアオリンピック　　　印南　海妃　選手

全国大会出場決定
！！

問　田尻町水泳連盟　Tel 072-465-1735　
生徒募集中！
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場　所　ふれ愛センター３階　教養娯楽室・軽体育室／２階　アトリエ　
対象者　田尻町在住の60歳以上の方
下記の講座・サークルは現在参加者を募集しています。お気軽にお問い合わせください。

～高齢者のための教養講座・サークルを開催しています～

※お抹茶サークルは当面の間お休みです。     

 

編み物講座
筆ペン・ボールペン講座
園　芸

民　謡
男の脳トレ体操 

10月の老人福祉センター  問　田尻町社会福祉協議会　Tel 466-5015　Fax 466-8899

教養講座・高齢者生きがい事業

 

絵はがき
習字サークル
まんでーディスコン
リフレッシュ体操
ピアノサークル
ダンスいろいろ

きずなサークル（運動）
ほほえみ健康クラブ（運動）
健康手品
童謡専科
さくらクラブ

サークル活動

きずなサークル（運動）

赤い羽根共同募金は、だれでも気軽にできる地域福祉参加運動です。
詳細は「たじり社協だより」をご覧ください。皆様のあたたかいご協力をお願い申し上げます。

社会福祉協議会からのお知らせ
● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

共同募金へのご協力をお願いします！共同募金へのご協力をお願いします！共同募金へのご協力をお願いします！
　これまでいただいた募金は、「ボランティア活動団体への助成事業」「おせち料理配食事業」「高齢
者調髪券事業」などに活用してきました。
【今年度新規事業】
　今年度から「災害ボランティアセンターの運営訓練」をはじめ、「車いす無料貸出し事業に係る車いす
の買い替えやメンテナンス」の費用など、これまで以上に幅広く、有効に活用させていただきます。

〇災害ボランティアセンターの運営訓練　

災害ボランティアセンターの運営訓練や訓練
用具の整備などに活用します　

耐用年数の過ぎた車いすの買い替えのほ
か、定期点検、補修などに活用します

〇車いす無料貸出し事業に係る
　買い替えやメンテナンス
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日　時　11月3日（木・祝）
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帰　着　午後5時30分頃
集　合　田尻漁港駐車場　※雨天決行
持　物　お弁当、水筒、タオル、雨具等、懐中電灯（トンネルの中を歩くので必須）
対　象　田尻町在住・在勤者及びその家族
定　員　45名(定員になり次第締切ります)
費　用　中学生以上　　2,000円
　　　　小学生・幼児　1,000円
　　　　3歳以下　　　　100円（保険代）
　　　　＊参加申し込み後のキャンセルについては、参加費の返金はできません。
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今　村　圭　吾
印　南　澄空斗
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2分41,22秒
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32,75秒

優勝
優勝
2位

大阪プール　2022.7.2～2022.7.3

近畿高等学校選手権　水泳競技大会

久　野　日菜乃 高校3年生
800m自由形
400m自由形
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　これまでいただいた募金は、「ボランティア活動団体への助成事業」「おせち料理配食事業」「高齢
者調髪券事業」などに活用してきました。
【今年度新規事業】
　今年度から「災害ボランティアセンターの運営訓練」をはじめ、「車いす無料貸出し事業に係る車いす
の買い替えやメンテナンス」の費用など、これまで以上に幅広く、有効に活用させていただきます。

〇災害ボランティアセンターの運営訓練　

災害ボランティアセンターの運営訓練や訓練
用具の整備などに活用します　

耐用年数の過ぎた車いすの買い替えのほ
か、定期点検、補修などに活用します

〇車いす無料貸出し事業に係る
　買い替えやメンテナンス
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　令和4年度の大阪府の最低賃金が1,023円（31円
引き上げ）になりました。
　使用者も労働者も必ずチェックしましょう。

　時間額　1,023円（令和4年10月1日発効）
・大阪府最低賃金は、パート、アルバイト等を含
　むすべての労働者に適用されます。
・特定の産業の労働者については、別に「特定（産
　業別）最低賃金」が定められています。
問　大阪労働局労働基準部賃金課
　　Tel 06-6949-6502　Fax 06-6949-6034
　　岸和田労働基準監督署
　　Tel 072-498-1012　Fax 072-431-3905

令和4年度大阪府最低賃金のお知らせ

　仕事と家庭の両立を目指す方のお仕事さがしを
応援するため、「マザーズWEEKS」を定め、10・
11月にイベントを開催します。

　参加企業等詳細は、ハローワーク泉佐野HPにて
ご確認ください。
問　ハローワーク泉佐野
　　（職業相談部門：マザーズコーナー）
　　Tel 463-0565（部門コード41＃）
　　ホームページＵＲＬ
　　https://jsite.mhlw.go.jp/
　　osaka-hellowork/list/sano/
　　kyushokusha/mothers.html

ハローワーク泉佐野
「マザーズWEEKS」を開催します！

事一 般 記

27日（木）マザーズ交流会
28日（金）両立支援面接会
会場：ハローワーク泉佐野

28日（月）、29日（火）、30日（水）
各種セミナー
会場：泉佐野商工会議所　※託児付

10月

11月

10月6日は「登録の日」、
10月20日は「近代化遺産の日」

「登録の日」とは
　登録有形文化財建造物の登録件数が5千件を突
破し、美術工芸品や民俗文化財等の分野にも文化
財登録制度が導入されたことを記念して、平成17
年に定められました。
「近代化遺産の日」とは
　全国近代化遺産活用連絡協議会が、工部省（鉄
道、造船、鉱山、製鉄、電信等の事業を行った明
治初期の中央官庁）の設立日の10月20日を「近代
化遺産の日」と定めました。
　10月から11月にかけて「近代化遺産全国一斉公
開」として全国各地で近代化遺産が公開されま
す。詳しくは全国近代化遺産活用連絡協議会の
ホームページ（http://www.zenkin.jp/）又は文化
庁のホームページ（http://www.bunka.go.jp/）で
ご確認ください。 　ハロウィンジャンボ宝くじの収益金は、市町

村の明るく住みよいまちづくりに使われます。
発売期間　10月21日（金）まで
インターネットでも宝くじが買えます。
詳しくは「宝くじ公式サイト」を検索！

問　（公財）大阪府市町村振興協会　
　　Tel 06-6941-7441　Fax 06-6942-4670

ハロウィンジャンボ宝くじ発売！！ハロウィンジャンボ宝くじ発売！！

　看護師として地域医療に貢献したいと思われて
いる方を募集しています。
　高校新卒の方から社会人経験者までどなたでも
受験できます。

看護師になりたい人集まれ！
～令和5年度受験生　募集要項配布中～

①高校新卒推薦・②社会人
　受付期間　10月17日（月）～11月4日（金）
　試 験 日　11月12日（土）
③一般入試
　受付期間　12月12日（月）～令和５年1月6日（金）
　試 験 日　1月14日（土）
詳しくはHPをご確認ください。
https://www.iskangos.ac.jp

問　泉佐野泉南医師会看護専門学校
　　Tel 072-469-3070
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　（ ふれ愛センターでは受付を行っていないものもあります。）

開 設 相 談 日　　　時 場　　　所 お問い合わせ 備　　考

大阪府岸和田
子ども家庭センター
生活福祉課内
はーと・ほっと相談室
電話 430－4321
FAX 430－4322

【面談による相談】
毎週水曜日
午前10時～正午

ふれ愛センター 1 階
ボランティアビューロー

相談支援員がお受けします。
まずはお電話ください。

【電話による相談】
随時

ご希望の方は、ご家庭にもう
かがいます。

無料相談　■各種相談については内容をご確認のうえ、実施機関までお問い合わせください。

都市みどり課
都市みどり課
電 話 466－5006
FAX 466－5025

ご希望の方は事前に連絡をお
願いします。

毎週月～金曜日
午前9時～午後5時

住 宅 相 談

健康課
電 話 466－8811
FAX 466－8841

毎週月～金曜日
午前9時～午後5時 健康課 こころの健康相談

毎週月～金曜日
午前9時～午後5時

指導課
電 話 466－5024
FAX 466－5095

教育センター進路選択支援相談

指導課
電 話 466－5024
FAX 466－5095

毎週火曜日
午前10時～午後 4 時

ふれ愛センター   1 階
たじりカウンセリング
ルーム
教育センター

教 育 相 談
【要予約】

生 活 困 窮 に
関 す る 相 談

毎週月～金曜日
午前9時～午後5時

ふれ愛センター   1 階
相談室

こども課
電話 466－5013
FAX 466－8841

専門相談員（保健師）がお受け
します。
電話による相談も受け付けて
います。

児童家庭相談
【要予約】

毎週月～金曜日
午前９時～午後５時 電話 465-3755

FAX 465-3368

地域包括支援センター
花みずきふれ愛センター１階

花みずき
地域包括支援センター
花みずきによる相談

高齢者・障害者
相 談

産業振興課
電話 466-5018
FAX 466-5025

産業振興課毎週月～金曜日
午前9時～午後5時

ふれ愛センター
相談スペースほっ…と。

毎週月・木曜日
午前10時～正午
午後1時～2時30分

就 労 相 談 ・
消費生活相談

地域就労支援コーディネータ
ーなどの資格をもった相談員
が就労相談や消費生活相談を
お受けします。

企画人権課
電 話 466-5019
FAX 466-8725

10月26日（水）
午後1時～4時

ふれ愛センター   1 階
団体活動室

原則毎月第4水曜日に実施
人権擁護委員による相談

企画人権課毎週月～金曜日
午前9時～午後5時 人権相談員がお受けします。

ふれ愛センター
相談スペースほっ…と。

毎週月・木曜日
午前10時～正午
午後1時～2時30分

人権相談員がお受けします。

人 権 相 談
（生活なんでも相談）

女性のための相談
【要予約】

10/21㈮午後3時締切

10月26日(水)
午前10時～午後1時

ふれ愛センター
相談スペースほっ…と。

毎月第4水曜日に実施
専門女性カウンセラーによる
相談（お一人50分）

10月27日（木）
午後1時～3時

公民館　2階
講座室

大阪府行政書士会
泉州支部
電 話 457－9186

偶数月第4木曜日に実施
大阪府行政書士会泉州支部に
電話で予約

行政書士相談
成年後見・遺言
相続など（　　　　　）

いずれも祝日・年末年始を除く

　18歳未満の児童が、心身ともに健やかに成長できるように専門相談員（保健師）が各種の相談に応
じます。相談の内容によっては、学校・保健センター等の関係する機関と連絡をとりながら、問題の解
決を図っていきます。相談は無料で、相談の秘密は守られます。
日　程　月～金曜日　午前９時～午後５時　　場　所　田尻町総合保健福祉センター　１階相談室
※事前に予約をしてください。
※電話による相談も受け付けています。
問　こども課　Tel 466-5013　Fax 466-8841

児童家庭相談



34

　令和4年度の大阪府の最低賃金が1,023円（31円
引き上げ）になりました。
　使用者も労働者も必ずチェックしましょう。

　時間額　1,023円（令和4年10月1日発効）
・大阪府最低賃金は、パート、アルバイト等を含
　むすべての労働者に適用されます。
・特定の産業の労働者については、別に「特定（産
　業別）最低賃金」が定められています。
問　大阪労働局労働基準部賃金課
　　Tel 06-6949-6502　Fax 06-6949-6034
　　岸和田労働基準監督署
　　Tel 072-498-1012　Fax 072-431-3905

令和4年度大阪府最低賃金のお知らせ

　仕事と家庭の両立を目指す方のお仕事さがしを
応援するため、「マザーズWEEKS」を定め、10・
11月にイベントを開催します。

　参加企業等詳細は、ハローワーク泉佐野HPにて
ご確認ください。
問　ハローワーク泉佐野
　　（職業相談部門：マザーズコーナー）
　　Tel 463-0565（部門コード41＃）
　　ホームページＵＲＬ
　　https://jsite.mhlw.go.jp/
　　osaka-hellowork/list/sano/
　　kyushokusha/mothers.html

ハローワーク泉佐野
「マザーズWEEKS」を開催します！

事一 般 記

27日（木）マザーズ交流会
28日（金）両立支援面接会
会場：ハローワーク泉佐野

28日（月）、29日（火）、30日（水）
各種セミナー
会場：泉佐野商工会議所　※託児付

10月

11月

10月6日は「登録の日」、
10月20日は「近代化遺産の日」

「登録の日」とは
　登録有形文化財建造物の登録件数が5千件を突
破し、美術工芸品や民俗文化財等の分野にも文化
財登録制度が導入されたことを記念して、平成17
年に定められました。
「近代化遺産の日」とは
　全国近代化遺産活用連絡協議会が、工部省（鉄
道、造船、鉱山、製鉄、電信等の事業を行った明
治初期の中央官庁）の設立日の10月20日を「近代
化遺産の日」と定めました。
　10月から11月にかけて「近代化遺産全国一斉公
開」として全国各地で近代化遺産が公開されま
す。詳しくは全国近代化遺産活用連絡協議会の
ホームページ（http://www.zenkin.jp/）又は文化
庁のホームページ（http://www.bunka.go.jp/）で
ご確認ください。 　ハロウィンジャンボ宝くじの収益金は、市町

村の明るく住みよいまちづくりに使われます。
発売期間　10月21日（金）まで
インターネットでも宝くじが買えます。
詳しくは「宝くじ公式サイト」を検索！

問　（公財）大阪府市町村振興協会　
　　Tel 06-6941-7441　Fax 06-6942-4670

ハロウィンジャンボ宝くじ発売！！ハロウィンジャンボ宝くじ発売！！

　看護師として地域医療に貢献したいと思われて
いる方を募集しています。
　高校新卒の方から社会人経験者までどなたでも
受験できます。

看護師になりたい人集まれ！
～令和5年度受験生　募集要項配布中～

①高校新卒推薦・②社会人
　受付期間　10月17日（月）～11月4日（金）
　試 験 日　11月12日（土）
③一般入試
　受付期間　12月12日（月）～令和５年1月6日（金）
　試 験 日　1月14日（土）
詳しくはHPをご確認ください。
https://www.iskangos.ac.jp

問　泉佐野泉南医師会看護専門学校
　　Tel 072-469-3070
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　（ ふれ愛センターでは受付を行っていないものもあります。）
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専門相談員（保健師）がお受け
します。
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います。

児童家庭相談
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花みずき
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花みずきによる相談

高齢者・障害者
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産業振興課毎週月～金曜日
午前9時～午後5時
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相談スペースほっ…と。

毎週月・木曜日
午前10時～正午
午後1時～2時30分

就 労 相 談 ・
消費生活相談

地域就労支援コーディネータ
ーなどの資格をもった相談員
が就労相談や消費生活相談を
お受けします。

企画人権課
電 話 466-5019
FAX 466-8725

10月26日（水）
午後1時～4時

ふれ愛センター   1 階
団体活動室

原則毎月第4水曜日に実施
人権擁護委員による相談

企画人権課毎週月～金曜日
午前9時～午後5時 人権相談員がお受けします。
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毎週月・木曜日
午前10時～正午
午後1時～2時30分

人権相談員がお受けします。
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（生活なんでも相談）
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10/21㈮午後3時締切
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毎月第4水曜日に実施
専門女性カウンセラーによる
相談（お一人50分）

10月27日（木）
午後1時～3時

公民館　2階
講座室

大阪府行政書士会
泉州支部
電 話 457－9186

偶数月第4木曜日に実施
大阪府行政書士会泉州支部に
電話で予約

行政書士相談
成年後見・遺言
相続など（　　　　　）

いずれも祝日・年末年始を除く

　18歳未満の児童が、心身ともに健やかに成長できるように専門相談員（保健師）が各種の相談に応
じます。相談の内容によっては、学校・保健センター等の関係する機関と連絡をとりながら、問題の解
決を図っていきます。相談は無料で、相談の秘密は守られます。
日　程　月～金曜日　午前９時～午後５時　　場　所　田尻町総合保健福祉センター　１階相談室
※事前に予約をしてください。
※電話による相談も受け付けています。
問　こども課　Tel 466-5013　Fax 466-8841

児童家庭相談
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ワイドアングルワイドアングルワイドアングル

　令和4年5月22日にファインプラザ大阪で開催された
第22回大阪府障がい者スポーツ大会において、濱野　
靖男さんがフライングディスクの部のディスタンス部
門で金メダル、アキュラシー部門で銀メダルを獲得さ
れました。その結果、10月29日（土）～10月31日（月）に
栃木県で開催される第22回全国障害者スポーツ大会
「いちご一会とちぎ大会」に出場されます。

第22回全国障害者スポーツ大会に出場

　夏休み中の7月21日～8月7日の間、早起き健康ラジオ体
操で、たじりっち体操をおこないました。
　早朝から様々な年代の方が参加され、一日の始まりに皆
で一緒に楽しく体操しました！
　たじりっち体操については、たじりっち体操推進員の皆
さまにご協力をいただきながら、年間をと
おして様々な場で啓発をおこなっています。
推進員活動に興味のある方は、健康課まで
お問合せください。
問　健康課　 Tel 466-8811　Fax 466-8841

　多年にわたり大阪府体育連合の運営
発展に多大に寄与した貢献をたたえ、
大阪府体育連合会長より、田尻町ス
ポーツ協会の佐野利正氏が大阪府体育
連合功労者として、同協会の明貝一平
氏が大阪府体育連合優秀指導者として
それぞれ表彰されました。今後も益々
のご活躍を期待します。

たじりっち体操を早起き健康ラジオ体操で
実施しました！

大阪府体育連合表彰

　田尻町長友会連合会嘉祥寺長友会
が、地域の児童見守り活動や、公園の
清掃等、自主的なボランティア活動だ
けでなく、会員以外の地域住民を対象
とした社会奉仕活動を実施したことを
たたえ、知事表彰を受賞されました。

知事表彰を受賞！

写真左より、佐野利正氏、明貝一平氏

がんばってね！！
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町民税・府民税（第3期分）の納期限は10月31日（月）です町民税・府民税（第3期分）の納期限は10月31日（月）です

田尻町　令和4年            行事カレンダー10月

30 31 1 2 3 4 511月

日

2 3 4 5 6 7 8

9 10 12 13 14 15

16 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

月 火 水 木 金 土

〈公民館休館日〉

〈公民館休館日〉

〈公民館休館日〉
〈公民館休館日〉
スポーツの日

文化の日

〈公民館休館日〉

〈公民館休館日〉

ふ  障害者のための
　 茶話会ルリエin
　 たじり　　
    午後１時～
ふ 5か月児健康診査
　（P.17）
　  時間は個別通知

ふ 献血
　（P.18）
　   午前10時～

ふ 2歳6か月児歯科
　  健康診査
　（P.17）
　  時間は個別通知

9月 10月

17

25 2726 29 3028 1

11

※Ｐ.○は、広報○ページを参照してください。 
【略称】　ふ ＝ ふれ愛センター　　公 ＝ 公民館　　相 ＝ 相談スペースほっ・・・と　　
　　　　　た ＝ たじり健康ポイント対象事業（ふれ愛センター）
　　

公 公民館講座
　「キッズ向け英
　　会話」
　 午後7時～

た  ヘルス・栄養相談
　（P.17）
    午後１時30分～
公 公民館講座
　「キッズ向け英
　　会話」
　 午後7時～

ふ 認知症カフェ
　 午後1時30分～

公  公民館講座
     「子ども向け手話
　　講座」
 　 午後7時～

相 女性のための相談
　 （P.35）
　午前10時～

た 健活プラス（P.17）
   午前10時～

公 おはなし会
   （P.13）
　 午前11時～

ふれ愛ウォーキング
フェス（P.8）
 午前10時～

公 公民館まつり
　 午前9時～
　 （P.12）

公 健活ウォーキン
　 グ教室（P.17）
    午前10時～
た 健康カフェ
   （P.17）
     午前11時～
公 公民館講座
　「キッズ向け英
　　会話」午後7時～

〈ふれ愛センター
　　　休館日〉

〈公民館休館日〉
〈ふれ愛センター
　　　休館日〉

〈ふれ愛センター
　　　休館日〉

ふれ愛健診

ふれ愛健診

プレミアム振興券販売
10月31日まで

プレミアム振興券販売
10月31日まで

プレミアム振興券販売
10月31日まで

プレミアム振興券販売
10月31日まで




