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6月1日現在（　）前月比

世帯数　4,137世帯（ ▲ 18）
総人口　8,560人（ ▲ 27）   
　男 　   4,271人（ ▲ 21）   
　女        4,289人（ ▲ 6）
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田尻町ホームページ　７月１日　

デザインを一新し、誰もが使いやすいサイトへ1

ごみ検索機能を追加2

あなたの写真がホームページへ3

　アイコンやカテゴリから、お求めの情報がより探しやすくなります。

　ごみの種類や名称を入力することで、どのような種類のごみに分別されるかを
検索することができます。

　ホームページへ写真を投稿することができます。また、特定のハッシュタグ
（＃田尻のええとこてんこもり  若しくは＃instajiri）をつけてインスタグラムに投

稿された写真を、町ホームページへ順
次掲載いたします。
　投稿方法等の詳細は、町ホームペー
ジをご確認ください。
※投稿された写真は、企画人権課で選
　定してから掲載いたします。

リニューアル！

3

健康保険証の利用登録 及び 公金受取口座の登録 の
マイナポイントの申し込みが始まりました。

第２弾の内容

最大
20,00020,000
マイナポイントがもらえる！

※マイナンバーカードを 令和４年９月末まで に申請し、マイナポイントの申し込みを令和
　5年2月末までにしていただいた方が対象となります。

 １．マイナンバーカードの新規取得で最大5,000円相当のポイント　
※マイナポイントの申し込み後、選択したキャッシュレス決済サービスでチャージまたはお買い
　物をする必要があります。また、第１弾で既にマイナポイントを申し込まれた方は対象外にな
　ります。
　
 ２．健康保険証としての利用登録で7,500円相当のポイント　
※第１弾で既に利用登録されている方も、マイナポイントの申し込みが必要です。
　
 ３．公金受取口座の登録で7,500円相当のポイント

　マイナポイントを受け取るには、マイナンバーカードを使って、マイナポイントの申し込みを
行う必要があります。

　申し込み等がわからない時は．．．↓

　　マイナポイントに関する申請をお手伝いしておりますので、申請に必要なものをご準備の　
　うえ、役場本庁舎１階マイナポイントコーナーまでお越しください。

○申請に必要なもの　マイナンバーカード、マイナンバーカードの暗証番号（数字４ケタ）
　　　　　　　　　　キャッシュレス決済サービスに関する情報、口座に関する情報など

※マイナポイントの申請は、先着順ではありません！慌てずに申し込みを行ってください。

マイナンバーカードの

円分の
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　令和元年度に着工した田尻歴史館耐震補強工事が
完了しましたので、7月29日(金)午前9時より広く一
般に公開します。
　一般公開に先立ち町民を対象とした内覧会を開催
しますので、是非、ご見学ください。

　田尻歴史館は大正11年に着工し、大正12年頃に完成したとみられるレンガ造り2階建の洋館と和館と
が棟続きの建造物であり、文化財としての価値が認められ、平成17年には大阪府指定有形文化財に指定
されました。
　これまで文化振興の拠点施設として公開してきましたが、建築後100年近く経過し老朽化が著しく、
来館者の安全を確保するため平成28年より休館し、耐震診断、耐震補強等保存修理工事に着手し、令和
4年6月末に竣工しました。
　リニューアルオープン後は文化振興・観光拠点施設として、様々なイベント、講座や飲食の提供など
皆さんに親しまれる施設運営を行い、また田尻町の貴重な文化財として、次世代に継承を図ります。

4

田尻歴史館
リニューアル
オープンの
お知らせ

田尻歴史館とは…
◀洋館2階客室

洋館1階広間▶

洋館中2階の
ステンドグラス▶

▲洋館1階食堂

5

町制施行70周年記念プレ事業

歴史館リニューアルオープンのスケジュール

町民限定内覧会
期間　7月22日（金）～7月26日（火）
時間　午前9時～午後6時
※7月22日（金）・23日（土）・24日（日）和館2階にて先着20名に裏千家茶道  谷口宗初様によるお抹茶
　を提供します。

プレリニューアルオープン事業
「～星に願いを～　七夕飾り at アプローチ庭園」
日時　7月7日（木）午後6時～7月8日（金）午後8時
期間中は午後9時まで田尻歴史館をライトアップします。
※田尻歴史館の入館はできません。

一般公開
開始日時　7月29日（金）午前9時～
　　　　    なお、田尻歴史館でのレストラン営業は8月中旬からの予定です。

「写真でみる田尻歴史館耐震補強等保存修理工事」
　工事の様子を写真で紹介し、また、使用されていた部材などサンプリングした資料も併せて展
示します。
期間　7月22日（金）～8月30日（火）

リニューアルオープン記念展示

問　田尻歴史館（愛らんどハウス）
　　開館時間　午前9時～午後6時まで
　　入 館 料　無料
　　休 館 日　水曜日、12月29日～1月3日
　　所 在 地　田尻町吉見1101番地１　Tel 072-465-0045
　　　　　　　管理・運営　田尻歴史館指定管理者　株式会社ビケンテクノ

　田尻歴史館は「御財印めぐり」の参加施設です。「御財印めぐり」とは洋館や古民家
など地域で大切にされてきた文化遺産を御朱印めぐりのように「御財印」を集めてめ
ぐるローカルな旅のことです。

「御財印」を配布しています！

　町長がまちの魅力を紹介する番組『長っと散歩りんくう』でリニューアルされた歴史館が放送されます。
　町民のみなさまへの公開の前に、リニューアルされた歴史館の全容を町長が詳しく紹介していますの
で、みなさんぜひご覧ください。
放送日時　7月1日～31日　（月～日）午前8時～8時23分　（月・火・水）午後10時30分～10時53分

J:COMチャンネル（地デジ11ch）
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地域とつながり、自分らしく
　　　　いきいきと生活するために
地域とつながり、自分らしく
　　　　いきいきと生活するために

　今年度より、元気チェック講座は、理学療法士による自宅への訪問事業が加わり、より対象者の方
に応じた健康づくりを提供できるようになりました！今回は、4月から元気チェック講座に参加されて
います仁部  冨子さん（81歳）の自宅に訪問し、普段の生活の様子を見せていただきました。

　自宅での運動の様子や洗濯物を
干す場所・動作等を先生に確認し
ていただきました。

　畑仕事が好きだったことも
あり、自宅には、きれいなお
花が植えられていました。
　安全に手入れができるよう
アドバイスをいただきました。

7

＜仁部冨子さんの運動プログラム＞

訪問前

下肢筋力中心の運動

訪問後

体幹筋群の筋力運動

骨盤周囲の筋力運動

＜教室の講師：理学療法士　米谷先生より＞
　自宅が広く、お庭の草引きや水やりなどデコボコした環境を歩くことが多い
ため、より一層体幹を鍛える必要があると判断しました。
　また洗濯物を干すには急な外階段があり、洗濯カゴを持って上がらなければ
いけないため、下肢筋力の運動をあらためて検討する必要がありました。
　その他庭の溝掃除や落ち葉の掃除など下肢筋力だけの問題ではなくバランス
を取りながら様々な動作に対応できるよう体幹中心の運動を増やしていくこと
が大切だと判断しました。

自宅を訪問することで、
その方の生活にあった運動プログラムが
提供できるようになりました！

そうすることで、自分のライフスタイルを
継続することができますね！

　現在、1クール目（4月～7月）に参加されている皆
さんも元気チェック講座に出かけることで、こころ
も元気になっているようです！

元気チェック講座（2クール目：8～11月）
　生活習慣を見直し、活動的な生活を身につけ、こころも体も元気にするための教室です！
　理学療法士による個別運動プログラムを実施します。

日時・会場　毎週火曜日　午後 2 時～　嘉祥寺集会所
　　　　　　毎週水曜日　午後 2 時～　りんくう集会所
　　　　　　毎週金曜日　午前10時～　吉見集会所
定　　　員　各会場5名
期　　　間　4か月（8月～11月）
募 集 期 間　7月20日（水）まで
注 意 事 項　参加者の一部の方のみ、訪問させていただきます。
　　　　　　申し込み時にチェックシートを記入していただきます。
　　　　　　その内容により選定会議を行い、優先度が高い方からご参加いただけます。
申し込み先　福祉課　Tel 466-8813　Fax 466-8814

教 室 案 内
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　　　　　　その内容により選定会議を行い、優先度が高い方からご参加いただけます。
申し込み先　福祉課　Tel 466-8813　Fax 466-8814

教 室 案 内
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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

　3年ぶりに授業参観を行いました。出席
番号偶数、奇数に分かれて分散での参観と
なりましたが、保護者の皆さまにはご来校
いただきありがとうございました。
　久しぶりの参観に子どもたちは緊張した
様子でしたが、頑張る姿を見てもらえて、
嬉しそうな表情も見られました。
　次回は2学期（10月下旬～11月上旬）に
予定しております。

　5年生が漁業体験に行ってきました。漁
業体験を通して、漁師という仕事や田尻
の海でとれる魚について知り、海を守る
ためには自分たちは何ができるのかを考
えます。
　子どもたちにとって、このような体験
型学習から学ぶことはとても多く、田尻
町の恵まれた環境に感謝しながら学びを
深めてもらいたいです。

☆今年度の重点目標☆　体幹を鍛える
　昨年度から小学校の体育専科の先生が
体育指導に来てくれています。
　毎回、いろいろな手法で体幹が鍛えら
れる運動遊びを指導してくれています。
子どもの興味、関心に合った内容でどの
子も楽しみながら参加しています。

問　指導課　Tel 466-5024　Fax 466-5095
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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。

いろいろなおえかきをしよういろいろなおえかきをしよう
　マーブリングやきりふきなど絵を描く方法をたくさんおしえてくれるよ！
日　時　8月1日(月)（全2回）  １回目　小学１年から３年生　午前９時30分から正午まで
　　　　　　　　　　　　　   ２回目　小学４年から６年生　午後２時から５時まで
場　所　公民館２階　講座室２　　　　　　   講　師　原　容子さん（カワイ絵画造形教室認定講師資格）
参加費　300円（材料費、講座参加協力金）　対象者　田尻町に在住または在学の小学生
定　員　各回それぞれ16人　※先着順　　　   内　容　マーブリングなどの技法で気軽に楽しく、様々な絵を描きます
用意するもの　絵の具道具一式（えのぐ、筆、パレット、水入れ）、作品を持ち帰る袋、ぞうきん、のり、はさみ、
　　　　　　　クレパス（あれば）、マスク
申込期間　7月9日(土)から7月23日(土)まで　※申込期間後の返金はできません

 公民館開催講座のお知らせ
体験講座

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、参加者の皆さまには、マスクの着用や検温にご協力お願いします。
日　　時　 7月16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　7月5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。）
協　　力　おはなし会　はっぴぃぶっく
そ の 他　参加される方は、マスクの着用をお願いします。
　　　　　また、当日、風邪や体調不良等の症状のある方は参加をご遠慮ください。

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 （水曜・祝日休館）電話 466-0030　FAX 466-0853

図書室  新着図書のご案内
　第68回青少年読書感想文全国コンクールの課題図書をご案内します。なお、ここにご案内していない課題図書に
ついても図書室に揃えていますので貸出を希望される方は、図書室までお越しください。
なお、課題図書に限り、貸出しは、お一人１冊１週間とさせていただきますのでよろしくお願いします。
【小学校低学年の部】つくしちゃんとおねえちゃん／いとうみく／福音館書店
　　　　　　　　　　すうがくでせかいをみるの／ミゲルタンコ／ほるぷ出版
【小学校中学年の部】みんなのためいき図鑑／村上しいこ／童心社
　　　　　　　　　　111本の木／リナシン／光村教育図書
【小学校高学年の部】りんごの木を植えて／大谷美和子／ポプラ社
　　　　　　　　　　ぼくの弱虫をなおすには／KLゴーイング／徳間書店
【中学校の部】　　　セカイを科学せよ！／安田夏菜／講談社
　　　　　　　　　　江戸のジャーナリスト葛飾北斎／千野境子／国土社
【高等学校の部】　　建築家になりたい君へ／隈研吾／河出書房新社
　　　　　　　　　　クジラの骨と僕らの未来／中村玄／理論社
　このほかにも今話題の図書を揃えています。詳しくは、公民館図書室のホームページ（https://www.lib-tajiri-town.jp）
をご覧ください。
　また、図書室に置いていない希望の図書があれば、リクエストを受け付けます。当図書室を通じて他の図書館の本
を借りることもできますので図書室までご相談ください。
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きれいにお花が咲いています！

通学時間は通行禁止です！！

　田尻町婦人会のみなさんに、たじりっち広場の花壇の花植えをお手伝いいただきました。
　広場に遊びにきたとき、お散歩で通りかかったときにお楽しみください。

　緑のボランティアとして、ふれ愛センター玄関前をコスモス会が、ふれ愛センター裏をラジオ体操ク
ラブが、公民館前を押し花クラブが綺麗なお花で彩ってくれました。ご協力ありがとうございました。

　町内の公共施設をお花や緑で彩っていただける緑のボランティア(グループや個人)を募集しています
ので、興味のある方は都市みどり課にお問い合わせください。
問　都市みどり課　Tel 466-5006　Fax 466-5025

　小学生の通学の安全確保のため、下記の路線について、通
学時間（規制時間中）は「自転車及び歩行者専用」となって

おり、許可車両以外の通行はできませんので、ご注意ください。
　これからも子ども達が安心して登下校できるよう、ご理解・ご協力をよ
ろしくお願いします。

〈通行禁止の区間と規制時間〉
　区間①　　規制時間　午前7時30分～9時
　区間②　　規制時間　午前7時～9時

問　土木下水道課　　　Tel 466-5007　Fax 466-5025
　　指導課　　　　　　Tel 466-5024　Fax 466-5095
　　泉佐野警察署交通課　Tel 464-1234

　通行禁止道路区域内に車両の保管場所があ
る等、やむを得ない理由により通行禁止道路
を通行する必要がある場合は泉佐野警察署長
の許可が必要ですので、泉佐野警察署交通課
交通規制係にご相談ください。

区間②
7：00～9：00

区間①
7：30～9：00
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年に1度はがん検診を受けましょう！

　田尻町ではがん検診の費用を一部負担しているため、自己負担額がお安くなっています！！

　胃内視鏡検診の場合は、なんと約15,000円分も町が負担しています。

問　健康課　Tel 466-8811　Fax 466-8841

～受けなきゃ損！がん検診～

田尻町では、がん検診を受ける方法として

　①個別検診

　②集団検診

　③5がんセット検診　　の3種類があります。

自分にピッタリの方法を選んで年に1度は必ずがん検診を受診しましょう！

　費用や受診可能な指定医療機関はホームページ・健康だよりに記載し

ております。

　その他、ご不明点があれば健康課までお気軽にお問い合わせください。

①個別検診

　近隣の指定医療機関にてがん検診を受けられます。

予　約　直接指定医療機関にて予約をお取りください。

②集団検診

　ふれ愛センターにて、希望するがん検診をまとめて受けられます。

　（次回は10月実施予定）

予　約　健康課にて予約を承ります。（次回予約開始は9月）

③５がんセット検診

　大阪がん循環器病予防センターにて、5がんセット※で検診

を受けられます※男性は胃・大腸・肺がんの3つ

予　約　健康課にご連絡いただいた後、受診券を送付します。

　　　　その後、大阪がん循環器病予防センターにご自身で

　　　　予約をお取りください。

〔
がん検診ってどうやって受けるの？ 田尻町民のみなさん、町のがん検診制度を

利用しないともったいない！！

・仕事や育児で忙しい方でも自分の都
　合に合わせて受けやすい♪
・かかりつけ医で受診できるから安心
　（対応していない場合もあります）

・がん検診をまとめて受診可能
・仕事や育児で忙しい方でも自
　分の都合に合わせて受けやす
　い♪

・がん検診をまとめて
　受診可能
・自宅から近くて便利

13

健康ポイントとアスマイル、ダブルで特典ゲット！

問　たじり健康ポイントに関すること　　　健康課・福祉課　Tel 466-8811　Fax 466-8841
   　 アスマイルに関すること　　　　　　　住民課　　　　　Tel 466-5004　Fax 465-3794
　　シーサイドウォーキングに関すること　産業振興課　　　Tel 466-5008　Fax 466-5025

　田尻町民の健康をサポートする制度。
　ウォーキング（100歩で１ポイント）や健
診を受けること、教室に参加する等の健康
的な活動をすることでポイントがたまりま
す。貯まったポイントは、お買物券等に交
換できます。
対象者　年度末時点で20歳以上の田尻
　　　　 町民

田尻スカイブリッジを渡る
　シーサイドウォーキング（7月末まで）
 関西国際空港やマーブルビーチが望め
る気分爽快なウォーキングルートです。
ゴールは、田尻漁港内の「田尻観光案内
所」にＱＲポイントを設置しています。
毎日、アスマイルポイント500ポイント
ゲット！

たじり健康ポイント（田尻町）

　大阪府民の健康をサポートするアプリ。
　毎日、健康的な活動をすることによりポ
イントがたまります。
　歩く、朝食を食べる、歯を磨く、健診を受
ける、体重を記録する等健康的な活動「健
活」をすることでポイントが貯まり、抽選に
参加できたり、電子マネーやコンビニで
使える商品クーポンなどの特典と交換す
ることができます。
対象者　18歳以上の府民

アスマイル（大阪府）

＋

７月より「たじり健康ポイント」に参加されている方で、「アスマイル」にも登録いただくと、「健康ポイン

トの事業参加型ポイント」を 100ポイント付与 します！健康課でアスマイルのアプリをご提示く

ださい。アプリの登録についてはふれ愛センター窓口でサポートします。

8月からは、新たなコースを設定予定！
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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
（助産師相談は午前・午後ともに、栄養士
相談は午後のみ受付）

7月21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】

利用される前にお電話でご予約ください

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）

すくすくセンターで自由にあそびましょう！
天気がよければ、ベランダで『水あそび』
ができます。

日時

内容

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
7月22日（金）午前10時30分～11時　
電話・来所で受付（定員になり次第、締め切
ります）

内容

日時

予約

★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

★わんぱく教室★（定員各10組）

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

年齢別に開催しているあそびの教室（今月は「水あそび」）

対象

予約
時間

日程
内容

7月6日（水）・8日（金）のいずれか
令和3年4月2日～令和4年7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

7月13日（水） 7月20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

「必要な量だけ購入」「おいしく食べきろう！」
～家庭で今日から実践！食品ロス削減～　生活環境課　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

キッズ・ルーム夏休みイベント

～キッズ工作ひろばで楽しくつくろう～
（事前申込制）

日　　時　7月28日（木）午後２時～
内　　容　『ペタペタねんど貯金箱』（1人1個）
定　　員　20名
対象年齢　 小学１～6年生
費　　用　200円（材料費）
所要時間　約２時間
申込期間　7月6日（水）～定員に達するまで
受付時間　月～金曜日 午後1時～5時
備　　考　保護者の付き添いは必要ありません。
　　　　　材料費は当日に徴収します。
　　　　　申込用紙はキッズ・ルームに置いて

あります。お友達の分の申し込み、
電話での受付はできませんのでご了
承ください。

　　　　　当日遅刻や欠席をされる場合は、ご
連絡ください。

　当日キッズ・ルームは
キッズ工作ひろば専用とな
ります。（申し込みされた
方以外は利用できませんの
でご了承ください。）
　　　　
　「キッズ・ルーム」では、子どもたちが自由
に遊べるよう遊具や玩具を揃えています。田尻
町にお住まいのお子様、または田尻町に祖父母
がお住まいのお子様が利用できます。
場　　所　ふれあいセンター2階
　　　　　（田尻町総合保健福祉センター2階）

時　　間　月～金曜日　午後1時～5時　　
利用料金　無料
備　　考　ご家庭で検温や健康チェックを行い、

体調が悪い時のご利用はお控えくだ
さい。小学生以上の方はマスクを着
用してください。ご理解、ご協力よ
ろしくお願いいたします。

問　こども課　Tel 466-5013　Fax466-8841    　

ピーナッツ倶楽部(双子ちゃんサークル)

日　時　7月29日(金)　午前10時～11時30分
場　所　ふれ愛センター3階　軽体育室
内　容　親子で楽しもう！ふれあい遊びと絵本。
　　　　皆で話そう！育児のここが嬉しい、楽

しい、困ったこと。
対　象　・双子の乳幼児とその保護者。
　　　　・多胎児を妊娠中の方や、多胎児を支
　　　　　援したい方。
　　　　※きょうだいの方も一緒にご参加くだ
　　　　　さい。
持ち物　母子手帳
申込み　7月25日（月）まで
※新型コロナウイルスの感染状況により中止に
　なる場合があります。

問　健康課　Tel 466-8811　Fax 466-8841

ラッコ倶楽部スペシャル〈妊婦教室〉

日　時　7月23日（土）午前9時50分～正午
対　象　妊婦及びそのパートナー、お孫さんが
　　　　お生まれになる方
内　容　・ふれ愛あそび
　　　　・沐浴・妊婦体験
　　　　・家族でマッサージ
　　　　　（赤ちゃんとのスキンシップ）
　　　　・紙芝居
　　　　・ママ、パパ、おじいちゃん・おばあ
　　　　　ちゃんの交流会
講　師　助産師　森下智美
　　　　健康課　保健師
　　　　すくすくセンター　保育士
場　所　すくすくセンター
　　　　（田尻町立幼稚園・保育所２階）
持ち物　母子手帳
申込み　７月15日（金）まで（きょうだい保育あ
　　　　りお申込みください）
※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。

問　健康課　Tel 466-8811　Fax 466-8841
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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
（助産師相談は午前・午後ともに、栄養士
相談は午後のみ受付）

7月21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】

利用される前にお電話でご予約ください

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）

すくすくセンターで自由にあそびましょう！
天気がよければ、ベランダで『水あそび』
ができます。

日時

内容

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
7月22日（金）午前10時30分～11時　
電話・来所で受付（定員になり次第、締め切
ります）

内容

日時

予約

★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

★わんぱく教室★（定員各10組）

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

年齢別に開催しているあそびの教室（今月は「水あそび」）

対象

予約
時間

日程
内容

7月6日（水）・8日（金）のいずれか
令和3年4月2日～令和4年7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

7月13日（水） 7月20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

「必要な量だけ購入」「おいしく食べきろう！」
～家庭で今日から実践！食品ロス削減～　生活環境課　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

キッズ・ルーム夏休みイベント

～キッズ工作ひろばで楽しくつくろう～
（事前申込制）

日　　時　7月28日（木）午後２時～
内　　容　『ペタペタねんど貯金箱』（1人1個）
定　　員　20名
対象年齢　 小学１～6年生
費　　用　200円（材料費）
所要時間　約２時間
申込期間　7月6日（水）～定員に達するまで
受付時間　月～金曜日 午後1時～5時
備　　考　保護者の付き添いは必要ありません。
　　　　　材料費は当日に徴収します。
　　　　　申込用紙はキッズ・ルームに置いて

あります。お友達の分の申し込み、
電話での受付はできませんのでご了
承ください。

　　　　　当日遅刻や欠席をされる場合は、ご
連絡ください。

　当日キッズ・ルームは
キッズ工作ひろば専用とな
ります。（申し込みされた
方以外は利用できませんの
でご了承ください。）
　　　　
　「キッズ・ルーム」では、子どもたちが自由
に遊べるよう遊具や玩具を揃えています。田尻
町にお住まいのお子様、または田尻町に祖父母
がお住まいのお子様が利用できます。
場　　所　ふれあいセンター2階
　　　　　（田尻町総合保健福祉センター2階）

時　　間　月～金曜日　午後1時～5時　　
利用料金　無料
備　　考　ご家庭で検温や健康チェックを行い、

体調が悪い時のご利用はお控えくだ
さい。小学生以上の方はマスクを着
用してください。ご理解、ご協力よ
ろしくお願いいたします。

問　こども課　Tel 466-5013　Fax466-8841    　

ピーナッツ倶楽部(双子ちゃんサークル)

日　時　7月29日(金)　午前10時～11時30分
場　所　ふれ愛センター3階　軽体育室
内　容　親子で楽しもう！ふれあい遊びと絵本。
　　　　皆で話そう！育児のここが嬉しい、楽

しい、困ったこと。
対　象　・双子の乳幼児とその保護者。
　　　　・多胎児を妊娠中の方や、多胎児を支
　　　　　援したい方。
　　　　※きょうだいの方も一緒にご参加くだ
　　　　　さい。
持ち物　母子手帳
申込み　7月25日（月）まで
※新型コロナウイルスの感染状況により中止に
　なる場合があります。

問　健康課　Tel 466-8811　Fax 466-8841

ラッコ倶楽部スペシャル〈妊婦教室〉

日　時　7月23日（土）午前9時50分～正午
対　象　妊婦及びそのパートナー、お孫さんが
　　　　お生まれになる方
内　容　・ふれ愛あそび
　　　　・沐浴・妊婦体験
　　　　・家族でマッサージ
　　　　　（赤ちゃんとのスキンシップ）
　　　　・紙芝居
　　　　・ママ、パパ、おじいちゃん・おばあ
　　　　　ちゃんの交流会
講　師　助産師　森下智美
　　　　健康課　保健師
　　　　すくすくセンター　保育士
場　所　すくすくセンター
　　　　（田尻町立幼稚園・保育所２階）
持ち物　母子手帳
申込み　７月15日（金）まで（きょうだい保育あ
　　　　りお申込みください）
※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。

問　健康課　Tel 466-8811　Fax 466-8841



～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

1 歳 6 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

7月20日（水)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

7月8日（金)　午後1時30分～3時（予約制）
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、
心理相談、フッ素塗布（希望者）
持ち物：母子健康手帳・質問票・アンケー
　　　　ト・バスタオル

令和2年10月1日生～
令和3年1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　7月19日(火)　※7月1日より申し込み可 
　　　　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　7月15日(金)　午前10時～11時30分（受付9時30分）　
場　所　シーサイドドーム入口前　※当日受付
持ち物　飲み物(水分補給)、タオル、上靴
内　容　荷物を持って公民館1階大ホールでウォーキング

健康カフェ

日　時　7月15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　枝豆パウンドケーキ

お気軽にどうぞ

乳幼児健康診査

※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。

16

熱中症に気をつけましょう！！
～熱中症は予防が大切です～

こんな日は熱中症に注意
　・気温が高い
　・湿度が高い
　・風が弱い
　・急に暑くなった

こんな人は特に注意
　・肥満の人
　・体調の悪い人
　・持病のある人
　・高齢者・幼児
　・暑さに慣れていない人

健康課定例保健事業

新型コロナウイルス感染対策時の熱中症予防行動
ポイント
１．暑さを避ける
２．適宜マスクをはずす（2ｍ以上の距離の確保）
３．こまめに水分補給
４．日頃からの健康管理
５．暑さに備えた体作りをする
参考：環境省　熱中症予防情報サイト
　　　https://www.wbgt.env.go.jp/
　人間の体は暑い環境での運動や作業を始めてか
ら３～４日経たないと、体温調節が上手になって
きません。このため、急に暑くなった日や、久し
ぶりに暑い環境で活動する時は熱中症に特に注意
しましょう。
※汗をかいた時には塩分の補給も忘れずに！
　
問　健康課　Tel 466-8811　Fax 466-8841
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一貫校への取組を強化します！お知らせ

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
　現在は3密を避けるため限られた講座・サークルのみ募集を行っています。
　下記表の◎マークが現在、募集中の講座・サークルです。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・友遊の集いは当面の間お休みです。     
※囲碁・将棋は再開しました。
※老人福祉センターでは、高齢者のみなさんが健康で明るい生活を送っていただけるよう、さまざまな行事を通
　しての生きがいづくり、仲間づくり、健康づくりを応援しています。     
　日頃抱える悩みごと等の相談も随時行っていますので、お気軽にご相談ください。

 
編み物講座◎ 
筆ペン・ボールペン講座◎
園芸◎
ディスコン 
民謡◎
ヨガ教室
生きがい体操②  
ステップエクササイズ
男の脳トレ体操◎

【教養講座・高齢者生きがい事業】
さくらクラブ（体操） 
絵はがき◎ 
ピアノサークル
まんでーディスコン◎
着物リフォーム 
リフレッシュ体操◎ 
コミュニティ（軽運動） 
健康手品◎

習字サークル◎
卓球 
きずなサークル（運動）◎
ダンスいろいろサークル 
ほほえみ健康クラブ（運動）◎
童謡専科◎  　

【サ  ー  ク  ル  活  動】

7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

【町制施行70周年記念プレ事業】食育講演会
「おいしく食べてきれいに健康に
～食学のプロが教える！　　　　
　　「噛むといいこといっぱい」～

日　時　7月28日（木） 午後2時～3時半
場　所　ふれ愛センター4階　研修室
内　容　食べ物の入り口「歯」に着目した食育
　　　　のお話
講　師　明石　昌代　氏
定　員　30名
申込み　7月25日（月）まで
※保育あり、申込時にお伝えください。
詳しくはホームページをご覧ください

申込・問　健康課　
                     Tel 466-8811　
　　　　　Fax 466-8841

田尻町生活援助サービス従事者研修
日程　9月13日（火）、20日（火）、26日（月）の
            計3日間
時間　午前9時～午後1時（4時間）
内容　高齢者のご自宅に訪問し、食事の準備や
　　　部屋の掃除、買い物などちょっとしたお
　　　手伝いを行うヘルパーを養成する研修
場所　ふれ愛センター1階　団体活動室
費用　500円（テキスト代）
受付　随時行っています。
申込・問　福祉課　Tel 466-8813　Fax 466-8841
　　　　　研修委託先　（社福）南海福祉事業会
　　　　　　　　　　　フィオーレ南海　
　　　　　　　　　　　担当：阿形　
　　　　　　　　　　　Tel 465-3388

福　祉

ルールを守ってごみ出しを！
～　指定袋、指定時間、資源の分別　～　生活環境課　Tel 466-5005　Fax 465-3794



～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

1 歳 6 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

7月20日（水)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

7月8日（金)　午後1時30分～3時（予約制）
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、
心理相談、フッ素塗布（希望者）
持ち物：母子健康手帳・質問票・アンケー
　　　　ト・バスタオル

令和2年10月1日生～
令和3年1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　7月19日(火)　※7月1日より申し込み可 
　　　　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　7月15日(金)　午前10時～11時30分（受付9時30分）　
場　所　シーサイドドーム入口前　※当日受付
持ち物　飲み物(水分補給)、タオル、上靴
内　容　荷物を持って公民館1階大ホールでウォーキング

健康カフェ

日　時　7月15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　枝豆パウンドケーキ

お気軽にどうぞ

乳幼児健康診査

※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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熱中症に気をつけましょう！！
～熱中症は予防が大切です～

こんな日は熱中症に注意
　・気温が高い
　・湿度が高い
　・風が弱い
　・急に暑くなった

こんな人は特に注意
　・肥満の人
　・体調の悪い人
　・持病のある人
　・高齢者・幼児
　・暑さに慣れていない人

健康課定例保健事業

新型コロナウイルス感染対策時の熱中症予防行動
ポイント
１．暑さを避ける
２．適宜マスクをはずす（2ｍ以上の距離の確保）
３．こまめに水分補給
４．日頃からの健康管理
５．暑さに備えた体作りをする
参考：環境省　熱中症予防情報サイト
　　　https://www.wbgt.env.go.jp/
　人間の体は暑い環境での運動や作業を始めてか
ら３～４日経たないと、体温調節が上手になって
きません。このため、急に暑くなった日や、久し
ぶりに暑い環境で活動する時は熱中症に特に注意
しましょう。
※汗をかいた時には塩分の補給も忘れずに！
　
問　健康課　Tel 466-8811　Fax 466-8841
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一貫校への取組を強化します！お知らせ

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
　現在は3密を避けるため限られた講座・サークルのみ募集を行っています。
　下記表の◎マークが現在、募集中の講座・サークルです。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・友遊の集いは当面の間お休みです。     
※囲碁・将棋は再開しました。
※老人福祉センターでは、高齢者のみなさんが健康で明るい生活を送っていただけるよう、さまざまな行事を通
　しての生きがいづくり、仲間づくり、健康づくりを応援しています。     
　日頃抱える悩みごと等の相談も随時行っていますので、お気軽にご相談ください。

 
編み物講座◎ 
筆ペン・ボールペン講座◎
園芸◎
ディスコン 
民謡◎
ヨガ教室
生きがい体操②  
ステップエクササイズ
男の脳トレ体操◎

【教養講座・高齢者生きがい事業】
さくらクラブ（体操） 
絵はがき◎ 
ピアノサークル
まんでーディスコン◎
着物リフォーム 
リフレッシュ体操◎ 
コミュニティ（軽運動） 
健康手品◎

習字サークル◎
卓球 
きずなサークル（運動）◎
ダンスいろいろサークル 
ほほえみ健康クラブ（運動）◎
童謡専科◎  　

【サ  ー  ク  ル  活  動】

7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

【町制施行70周年記念プレ事業】食育講演会
「おいしく食べてきれいに健康に
～食学のプロが教える！　　　　
　　「噛むといいこといっぱい」～

日　時　7月28日（木） 午後2時～3時半
場　所　ふれ愛センター4階　研修室
内　容　食べ物の入り口「歯」に着目した食育
　　　　のお話
講　師　明石　昌代　氏
定　員　30名
申込み　7月25日（月）まで
※保育あり、申込時にお伝えください。
詳しくはホームページをご覧ください

申込・問　健康課　
                     Tel 466-8811　
　　　　　Fax 466-8841

田尻町生活援助サービス従事者研修
日程　9月13日（火）、20日（火）、26日（月）の
            計3日間
時間　午前9時～午後1時（4時間）
内容　高齢者のご自宅に訪問し、食事の準備や
　　　部屋の掃除、買い物などちょっとしたお
　　　手伝いを行うヘルパーを養成する研修
場所　ふれ愛センター1階　団体活動室
費用　500円（テキスト代）
受付　随時行っています。
申込・問　福祉課　Tel 466-8813　Fax 466-8841
　　　　　研修委託先　（社福）南海福祉事業会
　　　　　　　　　　　フィオーレ南海　
　　　　　　　　　　　担当：阿形　
　　　　　　　　　　　Tel 465-3388

福　祉

ルールを守ってごみ出しを！
～　指定袋、指定時間、資源の分別　～　生活環境課　Tel 466-5005　Fax 465-3794



18

一貫校への取組を強化します！お知らせ

介護保険料（65歳以上の方）
本算定のご案内

人生大漁サロン新規参加者募集

介護保険料の確定額（年額）を7月に通知します
　介護保険料は4月1日現在のご本人と同一世帯
の方の住民税の課税状況をもとに決定します。
　確定した保険料額から仮徴収の賦課分を差し引
いた残りの額を、7月以降で納付していただくこ
とになります。
保険料の納め方
・特別徴収（年金からの天引き）…65歳以上

で、年金（老齢・退職年金、障害年金、遺族年
金）を年額18万円（月額15,000円）以上受けて
いる方

　⇒2ヵ月おきに支払われる年金から、支払ごと
に保険料が天引きされます。

・普通徴収（納付書、口座振替による納付）…特
別徴収にならない方

　年度の途中で65歳になられた方や転入された
方、年度途中で税の申告等により保険料が変更
された方、または年金が年額18万円（月額
15,000円）未満の方など

　⇒納付書により、役場窓口または町指定の金融
機関で納めてください。納め忘れのないよう、
ぜひ口座振替をご利用ください。

　　また今年度よりスマートフォンを使って納付
できるようになりました。納付可能なスマホ決
済等、詳しくは通知書に同封のチラシをご覧く
ださい。
介護保険料（令和４年度）
 令和４年度介護保険料については、昨年度から
変更ありません。詳細は通知を参照してくださ
い。（7月10日頃発送予定）。
・新型コロナウィルス感染症の影響により収入が

３割以上減少した方は、介護保険料の減免が受
けられる場合がありますので、該当される方は
福祉課までご相談ください。

問　福祉課　Tel 466-8813　Fax 466-8841

金婚表彰・記念写真撮影

　婚姻後50年を経過されている夫婦を祝福し、
敬老会開催日(9月10日(土))に金婚表彰と記念写真
の撮影をいたします。
　次の条件にすべて該当されているご夫婦は、ふ
れ愛センター福祉課までご連絡ください。
対象　・町内に居住し、住民基本台帳に記載され
　　　　ている夫婦
　　　・婚姻後50年を経過されている夫婦
　　　　（令和4年7月1日現在）
申請期間　7月1日(金)～7月29日(金)
※ただし、今までに本町実施の金婚表彰（金婚式）
　に出席されたご夫婦は除きます。
※申請の際は、戸籍謄本、夫婦の思い出の写真

（5,6枚）をご持参ください。

問　福祉課　Tel 466-8813　Fax 466-8841

　いつまでも自分らしく暮らし続けるためにまず
は参加してみませんか？体を動かしたり、おしゃ
べりしたり。自分の都合や体調に合わせて始めま
しょう。65歳以上の方を対象としています。

・りんくう人生大漁サロン　りんくう集会所
　毎週火曜日
・吉見人生大漁サロン　　吉見集会所
　毎週水曜日
・嘉祥寺人生大漁サロン　嘉祥寺集会所
　毎週金曜日
１部　午後1時15分～2時15分
２部　午後2時30分～3時30分

　参加を希望される方は、社会福祉協議会までご

相談ください。

問　社会福祉協議会　Tel 466-5015　Fax 466-8899

飼い主のいない猫の不妊去勢手術費用の助成制度の活用を！
～制度内容については、生活環境課まで～　生活環境課　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

戦没者等のご遺族の皆さまへ
第11回特別弔慰金が支給されます。

令和4年度住民税非課税世帯等に
対する臨時特別給付金のお知らせ

支給対象者
　令和2年4月1日（基準日）において、「恩給法
による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援
護法による遺族年金」等を受ける方（戦没者等の
妻や父母等）がいない場合に、次の順番による先
順位のご遺族お一人に支給されます。
戦没者等の死亡当時のご遺族で
１．令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族　
　等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
２．戦没者等の子
３．戦没者等の①父母②孫③祖父母④兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有しているこ

と等の要件を満たしているかどうかにより、順
番が入れ替わります。

４．上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親
　　族（甥、姪等）
※戦没者等の死亡時まで引き続き１年以上の生計
　関係を有していた方に限ります。
支給内容
　額面25万円、5年償還の記名国債
請求期間
　令和5年3月31日まで
（請求期間を過ぎると第11回特別弔慰金を受ける
ことができなくなりますので、ご注意ください。）

問　福祉課　Tel 466-8813　Fax 466-8841

　新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する
中、様々な困難に直面した方々が速やかに生活・
暮らしの支援を受けられるよう、令和4年度住民
税非課税世帯等に対して、1世帯当たり10万円
（臨時特別給付金）を給付します。ただし、令和
3年度住民税非課税世帯及び家計急変世帯として
給付金を受けられた世帯は対象外となります。
　対象の世帯には「確認書」を送付いたしますの
で、必ず返信してください。
　確認書は準備が整い次第送付いたします。

問　福祉課　Tel 466-8813　Fax 466-8841

住民票の写しなどの
第三者への交付事実の通知制度

住民・戸籍

　住民票の写しなどの不正請求や不正取得を防止
するため、住民票の写しなどを代理人や第三者に
交付したとき、本人にその事実を通知するもので
す（事前登録が必要です。）。
対象者
・本町の住民基本台帳に記載されている人（ただ

し、他市町村に転出してから5年を経過してい
る場合、登録できません。）

・本町が作成した戸籍に記載されている人、また
　は戸籍に記載されたことがある人
　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

国　保

国民健康保険の届出について

　こんなときは14日以内に届出をお願いします！

国保への加入手続き

　・職場の健康保険をやめたとき

　・子どもが生まれたとき

　・生活保護を受けなくなったとき

　・転入してきたとき

国保の喪失手続き

　・職場の健康保険に加入したとき

　・死亡したとき

　・生活保護を受け始めたとき

　・転出するとき

国保の変更手続き

　・転居したとき

　・氏名や世帯主が変わったとき

　届出をするには必要な書類等があります。

　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
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一貫校への取組を強化します！お知らせ

介護保険料（65歳以上の方）
本算定のご案内

人生大漁サロン新規参加者募集

介護保険料の確定額（年額）を7月に通知します
　介護保険料は4月1日現在のご本人と同一世帯
の方の住民税の課税状況をもとに決定します。
　確定した保険料額から仮徴収の賦課分を差し引
いた残りの額を、7月以降で納付していただくこ
とになります。
保険料の納め方
・特別徴収（年金からの天引き）…65歳以上

で、年金（老齢・退職年金、障害年金、遺族年
金）を年額18万円（月額15,000円）以上受けて
いる方

　⇒2ヵ月おきに支払われる年金から、支払ごと
に保険料が天引きされます。

・普通徴収（納付書、口座振替による納付）…特
別徴収にならない方

　年度の途中で65歳になられた方や転入された
方、年度途中で税の申告等により保険料が変更
された方、または年金が年額18万円（月額
15,000円）未満の方など

　⇒納付書により、役場窓口または町指定の金融
機関で納めてください。納め忘れのないよう、
ぜひ口座振替をご利用ください。

　　また今年度よりスマートフォンを使って納付
できるようになりました。納付可能なスマホ決
済等、詳しくは通知書に同封のチラシをご覧く
ださい。
介護保険料（令和４年度）
 令和４年度介護保険料については、昨年度から
変更ありません。詳細は通知を参照してくださ
い。（7月10日頃発送予定）。
・新型コロナウィルス感染症の影響により収入が

３割以上減少した方は、介護保険料の減免が受
けられる場合がありますので、該当される方は
福祉課までご相談ください。

問　福祉課　Tel 466-8813　Fax 466-8841

金婚表彰・記念写真撮影

　婚姻後50年を経過されている夫婦を祝福し、
敬老会開催日(9月10日(土))に金婚表彰と記念写真
の撮影をいたします。
　次の条件にすべて該当されているご夫婦は、ふ
れ愛センター福祉課までご連絡ください。
対象　・町内に居住し、住民基本台帳に記載され
　　　　ている夫婦
　　　・婚姻後50年を経過されている夫婦
　　　　（令和4年7月1日現在）
申請期間　7月1日(金)～7月29日(金)
※ただし、今までに本町実施の金婚表彰（金婚式）
　に出席されたご夫婦は除きます。
※申請の際は、戸籍謄本、夫婦の思い出の写真

（5,6枚）をご持参ください。

問　福祉課　Tel 466-8813　Fax 466-8841

　いつまでも自分らしく暮らし続けるためにまず
は参加してみませんか？体を動かしたり、おしゃ
べりしたり。自分の都合や体調に合わせて始めま
しょう。65歳以上の方を対象としています。

・りんくう人生大漁サロン　りんくう集会所
　毎週火曜日
・吉見人生大漁サロン　　吉見集会所
　毎週水曜日
・嘉祥寺人生大漁サロン　嘉祥寺集会所
　毎週金曜日
１部　午後1時15分～2時15分
２部　午後2時30分～3時30分

　参加を希望される方は、社会福祉協議会までご

相談ください。

問　社会福祉協議会　Tel 466-5015　Fax 466-8899

飼い主のいない猫の不妊去勢手術費用の助成制度の活用を！
～制度内容については、生活環境課まで～　生活環境課　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

戦没者等のご遺族の皆さまへ
第11回特別弔慰金が支給されます。

令和4年度住民税非課税世帯等に
対する臨時特別給付金のお知らせ

支給対象者
　令和2年4月1日（基準日）において、「恩給法
による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援
護法による遺族年金」等を受ける方（戦没者等の
妻や父母等）がいない場合に、次の順番による先
順位のご遺族お一人に支給されます。
戦没者等の死亡当時のご遺族で
１．令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族　
　等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
２．戦没者等の子
３．戦没者等の①父母②孫③祖父母④兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有しているこ

と等の要件を満たしているかどうかにより、順
番が入れ替わります。

４．上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親
　　族（甥、姪等）
※戦没者等の死亡時まで引き続き１年以上の生計
　関係を有していた方に限ります。
支給内容
　額面25万円、5年償還の記名国債
請求期間
　令和5年3月31日まで
（請求期間を過ぎると第11回特別弔慰金を受ける
ことができなくなりますので、ご注意ください。）

問　福祉課　Tel 466-8813　Fax 466-8841

　新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する
中、様々な困難に直面した方々が速やかに生活・
暮らしの支援を受けられるよう、令和4年度住民
税非課税世帯等に対して、1世帯当たり10万円
（臨時特別給付金）を給付します。ただし、令和
3年度住民税非課税世帯及び家計急変世帯として
給付金を受けられた世帯は対象外となります。
　対象の世帯には「確認書」を送付いたしますの
で、必ず返信してください。
　確認書は準備が整い次第送付いたします。

問　福祉課　Tel 466-8813　Fax 466-8841

住民票の写しなどの
第三者への交付事実の通知制度

住民・戸籍

　住民票の写しなどの不正請求や不正取得を防止
するため、住民票の写しなどを代理人や第三者に
交付したとき、本人にその事実を通知するもので
す（事前登録が必要です。）。
対象者
・本町の住民基本台帳に記載されている人（ただ

し、他市町村に転出してから5年を経過してい
る場合、登録できません。）

・本町が作成した戸籍に記載されている人、また
　は戸籍に記載されたことがある人
　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

国　保

国民健康保険の届出について

　こんなときは14日以内に届出をお願いします！

国保への加入手続き

　・職場の健康保険をやめたとき

　・子どもが生まれたとき

　・生活保護を受けなくなったとき

　・転入してきたとき

国保の喪失手続き

　・職場の健康保険に加入したとき

　・死亡したとき

　・生活保護を受け始めたとき

　・転出するとき

国保の変更手続き

　・転居したとき

　・氏名や世帯主が変わったとき

　届出をするには必要な書類等があります。

　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
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一貫校への取組を強化します！お知らせ

後期高齢者医療 被保険者証 が変わります
　令和4年8月から、「後期高齢者医療被保険者証」

が“水色”に変わります。

　新しい被保険者証は、7月下旬までに簡易書留で

送付します。有効期限は令和4年9月30日までの2か

月間となっております。

　新しい被保険者証（水色）は、届いたときからご

使用いただけます。

　また、現在お持ちの被保険者証（桃色）の有効期

限は、令和4年7月31日までとなっており、それ以後

はご使用になれませんので、新しい被保険者証（水

色）が届きましたら、破棄してください。

　なお、令和4年10月１日以降お使いいただく被保

険者証は、9月中に送付します。

　有効期限の過ぎた被保険者証（薄緑色）は、ご自身

での破棄をお願いします。

医療機関での自己負担割合
　令和4年10月１日から、後期高齢者医療保険の医

療費の窓口負担割合が変わります

　令和4年10月1日から、一定以上の所得のある方

は、現役並み所得者（窓口負担割合3割）を除き、医

療費の窓口負担が2割になります。（2割負担となる方

は、被保険者全体の約20％です。）

　医療機関での自己負担割合は、一般の方は１割、

一定以上の所得の方は2割または現役並み所得者は3

割となります。自己負担割合は、4月から7月までは

令和3年度、8月から翌年3月までは令和4年度の住民

後期高齢者医療

後期高齢者医療保険料の
決定通知書を送ります

　令和4年度の後期高齢者医療保険料の決定（本算

定）に伴い、被保険者の皆さんに保険料額決定通知

書及び納入通知書を送付しますので、内容をご確認

ください。

　保険料の納入方法は、年金から直接納めていただ

く「特別徴収」と、口座振替や住民課からお送りす

る納付書で納めていただく「普通徴収」の２通りに

分かれます。

　また、年度途中に被保険者となられた方は、資格

を取得した月から月割で保険料を納めていただきま

す。

  問　◎制度全般に関すること　

　　　  大阪府後期高齢者医療広域連合

　　　  Tel 06-4790-2028

　　  ◎保険料の納付、その他各種届出に関すること

　　      住民課　Tel 466-5004　Fax 465-3794

後期高齢者医療限度額適用・
標準負担額減額認定証(灰色)の更新

　後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定

証（以下「減額証」という。）、後期高齢者医療限度額

適用認定証（以下「限度証」という。）は、医療機

関等の窓口で提示すると、医療費、食事代の負担が

軽減されるもので、減額証は住民税非課税世帯（低

所得Ⅱ、Ⅰ）に属する被保険者、限度証は現役並み

所得区分Ⅱ、Ⅰの被保険者が対象となります。

　現在、交付されている減額認定証の有効期間は令

和４年7月31日(日)までです。引き続き8月1日から有

効となる減額認定証は７月下旬までに送付します。

　これまで交付を受けていなかった方で、対象とな

り交付を希望される場合は、申請が必要です。

税課税所得（各種所得控除後の所得額）を用いて判

定します。

※当該年度による判定は毎年8月1日に行われます。

　また、有効期限内でも、世帯の状況や所得の更正

等により、自己負担割合が変わることがあり、後

日、差額の2割相当額の請求、または、還付をさせ

ていただく場合があります。

高額療養費限度額適用認定証の申請

　医療費が高額になるときは、入院・外来、どち
らの場合でも「限度額適用認定証」等を提示すれ
ば、医療機関の窓口での支払いは限度額までにな
ります。希望される方は被保険者証を持参して申
請をお願いします（世帯の所得区分により、発行
に条件がありますので、事前にお問い合わせくだ
さい）。

問　住民課　Tel 466-5004　Fax 465-3794
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税課税所得（各種所得控除後の所得額）を用いて判

定します。
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ば、医療機関の窓口での支払いは限度額までにな
ります。希望される方は被保険者証を持参して申
請をお願いします（世帯の所得区分により、発行
に条件がありますので、事前にお問い合わせくだ
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

国民年金保険料の免除制度

吉見ノ里駅前周辺整備工事について

　保険料の納付が困難な場合は、申請して承認さ

れると保険料の全額または一部が免除されます。

　令和4年度（令和4年7月～令和5年6月分）の免

除申請受付は、7月1日(金)からです。

　申請方法等詳しくは住民課までお問い合わせく

ださい。

問　住民課　Tel 466-5004　Fax 465-3794
　　貝塚年金事務所　
        Tel 431-1122　Fax 431-3038

　新型コロナウイルス感染症の影響により主たる
生計維持者の収入が減少した場合、申請により後
期高齢者医療保険料が減免される場合がありま
す。
条件　令和4年中の収入が令和3年中と比べて30％
　　　以上減少する見込みの場合等
　詳しくは住民課までお問い合わせください。

問　住民課　Tel 466-5004　Fax 465-3794

　前年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告

に基づき計算した予定納税基準額が15万円以上

となる場合には、原則、この予定納税基準額の3

分の１相当額をそれぞれ7月（第１期分）と11月

（第２期分）に納めることとなっています。

　納期限は、8月1日（月）です。振替納税をご利

用の方は、預貯金残高をご確認ください。

　6月30日の現況で、令和４年分の「申告納税見

積額（年間所得や所得控除などを見積もって計算

した税額）」が、税務署から通知されている「予

所得税及び復興特別所得税の予定納税
（第１期分）のお知らせ

年　金

税

生活・環境

 令和4年7月頃から令和5年3月の間、吉見ノ里駅

前周辺において工事を行います。（下図参照）

　工事期間中、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

古着の出し方について
　最近、古着の中に可燃ごみが多く混ざっていま

す。下記を参考に分別をお願いします。

対象品（古着）

　服（洋服・和服・浴衣等）・ネクタイ・スカーフ・

　ハンカチ・タオル

対象外（可燃ごみ）

　パンツ・ブラジャー・靴下・ストッキング・座

　布団・枕等

問　生活環境課

　　Tel 466-5005　FAX 465-3794

吉見ノ里駅

工事実施箇所

駐輪場

工事平面図

新型コロナウイルス感染症の流行に伴う
保険料の減免

定納税基準額」よりも少なくなると見込まれる場

合等は、予定納税の減額申請が可能です。

　減額申請をする場合は、7月15日（金）までに手

続きをしてください。

問　泉佐野税務署　電話462-3471



22

一貫校への取組を強化します！お知らせ

令和４年度 地区連合会長・各地区長が
決まりました！

　田尻町地区連合会は、吉見地区会、嘉祥寺地区
会、りんくう地区会から構成する組織で、情報交
換しながら連携した活動を行っています。
　地区会は、住民が地縁に基づき運営する自治組
織で、地域におけるコミュニティの中心的な役割
を担っています。情報の提供（広報配布・回覧板
など）や親睦行事だけでなく、自主防災活動や防
犯活動、子どもの見守り活動、環境美化運動な
ど、長年にわたり、行政と協力しながら活動を続
けています。
　地区会に加入し、ご近所同士の交流を図ること
で、人と人との繋がりによって防犯意識が高ま
り、安全で住みよい地域ができます。災害時に
は、地区会の隣保班単位で安否確認を行うため、
すばやい救助活動に結びつき、大切な人の命を助
けることができます。また、物流が途絶えた場
合、復旧までの支援物資の配布も地区会を通して
行います。
　安全で安心して暮らせるまちづくりのため、積
極的に地区会に加入しましょう！
　地区会への加入は、各地区の地区長に申し込ん
でください。連絡先がわからない場合は、安全安
心まちづくり推進局までお問い合わせください。

耐震診断・耐震改修の補助制度
耐震診断補助

　対象者　補助対象建築物の所有者

補助金額

　耐震診断費用の10/11以内で5万円が限度額

（ただし、耐震費用1,100円／㎡以内）

耐震改修補助

対象者　下記条件をすべて満たす方

・補助対象建築物の所有者（個人）

・所有者の直近の課税所得金額が507万円未満の  

　方

補助金額

 耐震改修計画の作成、耐震改修工事に要する費

用で40万円（又は60万円）が限度額

 補助対象建築物など詳しくはホームページをご

覧いただくか、都市みどり課までお問合せくださ

い。

  田尻町　耐震   で  検索

問　都市みどり課　Tel 466-5006　Fax 466-5025

住まいの耐震化啓発パネルの展示
　住まいの耐震化を啓発するため、パネル展示を

実施します。

　近年、日本各地で大きな地震が起こっていま

す。大阪府でも、平成30年に大阪府北部を震源

とした地震が発生しました。

　いつかくる地震に備え、住宅の耐震対策を行

い、壊れない住まいを目指しましょう。

場所　田尻町立公民館1階ロビー

期間　7月14日（木）～26日（火）（閉館日を除く）

問　都市みどり課　Tel 466-5006　Fax 466-5025

伊　藤　　　仁

大　門　与志治

早　川　　　勉

馬　場　一　行

地区連合会長

吉見地区長
（地区連合会副会長）

嘉祥寺地区長
（地区連合会副会長）

りんくう地区長
（地区連合会副会長）

問　安全安心まちづくり推進局
　　Tel 466-5009　Fax 466-5025
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夏季地域安全大会
地域で防犯を考える日にしましょう！

　田尻町防犯連絡協議会では、３年ぶりに夏季地

域安全大会を開催します。警察による防犯教室等

も予定しておりますので、ご家族お揃いで、お越

しください。

　なお、駐車場に限りがございますので、自動車

でのご来場はご遠慮ください。

※新型コロナウイルス感染症の感染状況により、

　式典内容等を変更または中止させていただく場

　合があります。

開催日時　7月24日（日）

　　　　　午後１時30分から（午後１時開場）

場　　所　　公民館１階大ホール

内　　容　　・式典

　　　　　　・防犯教室（高齢者向け）

　　　　　　・空手演武（田尻空手道スポーツ少

　　　　　　　年団）

　　　　　　・よさこい（田尻町婦人会）

　　　　　　・漫才（スカイブリッジ）

　　　

　　　

問　田尻町防犯連絡協議会事務局

　　安全安心まちづくり推進局

　　Tel 466-5009　Fax 466-5025

安全・安心トピックス

　令和4年5月24日に大原学園救急救命士学科の
学生37名（うち女性4名）が泉州南消防組合へ
見学に訪れました。田尻庁舎からは本部救急車
を見学・説明車両として提供し、当組合の救急
概況や救急車両の説明を行いました。どの学生
も隊員の説明に耳を傾け熱心に聞いている姿が
とても印象的でした。学生の皆さんは、今年4
月に入学したばかりでこれから救急についての
勉学に励まれるとのことでしたので、今回の経
験を経て、より一層救急に興味を持っていただ
き、将来は、一人でも多くの人命を助けること
ができる救急救命士をめざしてもらえればと思
います。

大原学園救急救命士学科の
学生が見学に訪れました！
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　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。
※新型コロナウイルス感染症の影響により、下記の

講習会について開催が延期または中止となってい
る場合がございますので、詳しくは、ホームペー
ジにてご確認いただくか、最寄りの消防署へご連
絡ください。　
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。

　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、田尻庁舎へご連絡くださ
い。
問　泉州南広域消防本部田尻庁舎　
　　警防部警備課救急室救急指導係
　　Tel・Fax共通　072-465-0119（直通）

救急に関する講習会のご案内

　夏の暑さの訪れとともに花火遊びをする姿が多く見られ
る時季となりました。
　花火は、子どもから大人まで楽しめ、花火が織りなす色
とりどりの情景は、夏の思い出をより一層豊かにしてくれ
ます。
　しかし、その原料は火薬で、どんな小さなものでも誤っ
た遊び方をすると火事や、やけどなどの事故に繋がりま
す。危険性を十分理解し、事故防止に努めましょう。

【花火を安全に楽しむポイント】
　・大人と一緒に遊び、夜遅くまで騒がない。
　・正しい位置に、正しい方法で点火する。
　・水の入ったバケツを用意し、後片付けをきちんとする。
　・手持ちの筒もの花火は、手の位置に注意する。
　・風の強い日は花火遊びをしない。
　・人や家に向けたり、燃えやすいもののそばで遊ばない。
　・途中で火が消えても、花火の筒先に顔や手を出さない。
　・たくさんの花火に一度に火をつけない。
　・花火をほぐしたり、ポケットに入れない。
　
　毎年、住宅街の公園などで深夜ま
で打ち上げ花火などをして「危険
だ！」「うるさい！」などの苦情が
寄せられています。
　花火で遊ぶときの合言葉は、「迷
惑にならない　場所と時間と　後始末」
　マナーを守り安全に楽しく夏の夜を過ごしましょう。

問　泉州南広域消防本部　警防部予防課
　　Tel 469-0886　Fax 460-2119

ルールとマナーを守って楽しい花火
～花火の正しい知識を身につけましょう～

25

ストップ！コロナ差別　人権への配慮を
　新型コロナウイルス感染者やその家族、医療従
事者等の方々、またワクチンの未接種の方々など
に対する差別や偏見、誹謗・中傷・いじめなどの
心ない言動が大きな問題になっています。たとえ
感染への不安や恐怖によるものであっても、人権
侵害につながるこれらの言動は決して許されるも
のではありません。
　差別や偏見などをなくすためには、正しい情報
による冷静な判断や行動を心がけることが大切で
す。また、あやまった情報に同調したり、広めな
いように気をつけることも必要です。誰もが感染
者、濃厚接触者になりうることを受け止め、わた
したち一人ひとりが正しい知識・情報に基づいて
行動しましょう。それが、自分を、家族を、みん
なを守ることにつながります。

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

問

新型コロナウイルス感染症に関連する
差別や偏見をなくしましょう

　大阪府では、「旧優生保護法一時金支給法」に
基づく一時金の請求・相談を受け付けています。
請求期限は令和６年４月23日（火）までです。旧優
生保護法のもと、特定の疾病や障害を理由に生殖
を不能にする手術（子どもをできなくする手術）
などを強いられ、心身に多大な苦痛を受けられた
人に対し一時金を支給する法律が平成31年に施行
されました（請求期間は5年間）。対象となる人
は、一時金を受給できる可能性がありますので、
相談窓口までご相談ください。窓口では、プライ
バシーに十分配慮しながらご本人やご家族からの
疑問や質問などさまざまなご相談にお応えしま
す。安心してご相談ください。 
　平日　午前9時～午後6時
　HP　大阪府　旧優生保護法　で　検索
問　大阪府府地域保健課
　　Tel 06-6944-8196（相談窓口専用ダイヤル） 

「旧優生保護法一時金支給法」に
基づく 一時金の請求・相談

人権のひろば

　夫やパートナーとの関係、家族のこと、子育てや介護の悩み、職場での人間関係、近隣トラブル、
ハラスメントなど女性が抱える悩みはさまざまです。
　「女性のための相談」では、外部からのカウンセラーが相談を希望する方一人ひとりに応じていね
いにお話をお聴きし、悩みが解決に近づくよう一緒に考えます。お気軽にご利用ください。

日　時　7月27日（水）　午前10時～午後１時　
　　　　＊原則毎月第4水曜日　
　　　　（相談時間はおひとり50分。１日3名）
場　所　ふれ愛センター１階　相談スペース　ほっ…と。
申　込　相談日の前週金曜日午後3時まで（今回は7/22）午後3時までに
　　　　に企画人権課に電話等で予約　
　　　　予約なしで相談はご利用いただけません。
　　　　・一時保育をご希望の方は、相談日の１週間前までにお申し込みください。
　　　　・ウイルス感染が心配等、来室が難しい方は電話での相談もOK！　

女性のための相談
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差別や偏見をなくしましょう
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いにお話をお聴きし、悩みが解決に近づくよう一緒に考えます。お気軽にご利用ください。
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　　　　予約なしで相談はご利用いただけません。
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女性のための相談
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　どこに相談したらいいかわからない…。こんな
こと相談してもいいのかな…。電話でうまく相談
できるか不安…。悩みや不安な気持ちを一人で抱
えている方、まずはチャットで相談してみません
か。あなたの悩みや相談をお聴きし、心の整理の
お手伝いをします。
相談日時　第2・第3火曜日　正午～午後8時
　　　　　第1・第4土曜日　午前10時～午後6時
　　　　　・年末年始（12/29～1/3）は休み
　　　　　・6・8・11月は第5火曜日も実施
費　　用　相談は無料。ただしインターネット通
　　　　　信にかかる費用は相談者負担
そ の 他　相談内容や相談者の秘密は守ります。
　　　　　安心してご相談ください。
主　　催　大阪府
事業運営　ドーン財団
　　　　　（一般財団法人大阪府男女共同参画推
　　　　　　進財団）
詳細はホームページ
（https://www.pref.osaka.lg.jp/danjo/soudan-link/
　sns.html）をご覧ください。

女性のためのＳＮＳ相談

　家族・パートナー、職場の人間関係、生き方、
からだやこころの不調など...。誰かに相談したく
ても、ひとりで抱えている方が少なくありませ
ん。困ったときは、お気軽にご相談ください。
　専門の 男性相談員 がお電話をお受けしま
す。
匿名で相談できますのでご安心ください。
　・相談無料（通話料はかかります。）
　・秘密厳守
　専用Ｔel 06-6910-6596
（ナンバーディスプレイは使用していません。）
相談日時　第１・第４水曜日　第２・第３土曜日
　　　　  （年末年始・祝日は除く）
　　　　　午後４時～午後８時
主　　催　大阪府　
実施運営　ドーン財団
　　　　　（一般財団法人大阪府男女共同参画推
　　　　　　進財団）

男性のための電話相談

不正利用かも！？
利用明細は必ず確認しましょう！

事例
　クレジットカード会社から代金の引き落とし
ができないと確認の電話がきた。慌てて利用明
細を見ると、先月３回に渡り、計50万円以上の
心当たりのない請求があった。

ひとことアドバイス
　利用明細書は必ず毎月確認しましょう。クレ
ジットカードを利用した際の伝票や注文確認
メール等は保管しておき、日付や金額等を利用
明細と突き合わせて確認をしましょう。また、
利用明細には、店舗名と異なる記載がされてい
ることもあります。

　自分に覚えがなくても家族がカードを利用し
ている可能性もあるので、家族にも確認してみ
ましょう。
　不正利用が疑われる場合は、早急にカード会
社に連絡しましょう。
　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№46
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関西国際空港　土木学会賞技術賞受賞！
　2018年の台風21号で大規模な被害を受けた関西国際空港。二度と同様の被害を繰り返さないよう、防
災機能を強化するためのさまざまな工事を実施し、2021年10月に完了させました。
　このたび、これらの事業が、公益社団法人土木学会の令和3年度土木学会技術賞（Ⅱグループ）を受
賞しました。
　同事業では、台風時等の越波対策を行うだけでなく、想定外の浸水があった場合でも、空港機能を喪
失させないような対策が取られています。また、延長6km以上の護岸の嵩上げや4.7kmの消波ブロック
の設置という大規模な工事を約3年という短期間で完了させました。今回の受賞は、こうした取り組み
が今後の我が国の海岸整備やインフラ整備の発展に寄与したと認められたものです。
　関西エアポートグループは引き続き、運営空港の防災機能を強化し、お客さまに安全・安心にご利用
いただくための環境づくりを進めてまいります。

関西国際空港第1ターミナルビル 「新国内線エリア」が今秋オープン！
　関西国際空港では現在、開港以来初の大規模リノベーション工事に取り組んでいます。
　第1弾2022年秋にオープン予定の新国内線エリアでは、これまでターミナルビル２階、南北2か所に分
かれていた国内線保安検査場を南側1か所に集約し、到着口は1階に変わります。
　保安検査後の商業エリアを大幅に拡充することで、お買い物やお食事など、ご搭乗までの待ち時間を
より楽しく快適に過ごしていただけるようになります。
　また、一般エリアもリニューアルし、さまざまなニーズに対応する店舗やフードコートを展開してま
いりますので、新しく生まれ変わっていく関西国際空港に乞うご期待！
　なお、工事期間中は状況により、一部ご利用いただけないエリアや通路が狭くなっているエリアもござ
います。お客さまにはご不便、ご迷惑をおかけしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
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介護福祉士（試験対策）
対 象 者　母子家庭の母・父子家庭の父・寡婦
　　　　　（介護福祉士国家試験申込者）
定　　員　24名（応募者多数の場合は抽選）
申込締切　9月8日(木) 
受講期間　10月8日（土）～11月12日（土）
教 材 費　5,000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

心の輪を広げる体験作文・
障がい者週間のポスターの募集

ひとり親家庭等のための
就業支援講習会受講生募集

対　　象　・盲ろう者福祉に熱意があり、盲ろう
者通訳・介助者として活動すること
を誓約する方

　　　　　・すべてのカリキュラムを指定された
日時に受講できる方

定　　員　60人
研修期間　9月21日（水）～令和5年3月13日（月）の

期間で20日間開講予定
場　　所　大阪府立福祉情報コミュニケーション
　　　　　センター
申込期間　7月19日（火）～8月12日（金）
申 込 み　受講申込書を下記問い合わせ先まで郵
　　　　　送（8月12日（金）必着）または、ファク
　　　　　シミリ、メールのいずれかにより送付
受 講 料　無料（ただし、テキスト代は実費）
申込・問　（社福）大阪障害者自立支援協会
　　  　　（盲ろう者等社会参加支援センター）
　　　　　Tel 06-6748-0587　Fax 06-6748-0589
　　　　　E-mail haken@daisyokyo.or.jp

大阪府盲ろう者通訳・介助者養成研修
受講者募集

作　　文　400字詰め原稿用紙（縦書き）小・中
学生は２～４枚、高校生・一般は４～
６枚

　　　　　※点字や電子メールでの応募も可
ポスター　小・中学生のみ。
　　　　　Ｂ３画用紙又は四つ切りサイズ画用紙

（縦長のみ）
募集期間　7月1日（金）～9月2日（金）
応募方法　郵送（9月2日必着）又は持参。（ただし、

持参による受付は平日に限ります）
詳しくは、ホームページをご覧ください。
http://www.pref.osaka.lg.jp/keikakusuishin/syougai
　　　-info/r4sakubunposuta.html
応募・問
　大阪府障がい福祉企画課 権利擁護グループ
　Tel 06-6941-0351（内線 2481）
　Fax 06-6942-7215

日　　時　9月5日（月）、8日（木）、15日（木）、
　　　　　20日（火）　午後1時～4時
場　　所　泉佐野納税協会
　　　　　（泉佐野税務署となり）
内　　容　簿記の基礎知識と複式簿記での記帳に
　　　　　至るまで
受 講 料　無料（教材費2,445円は別途要）
申込条件　個人事業者（事業専従者）
定　　員　30名（先着順）
申込方法　7月5日（火）から8月10日（水）の間に、
　　　　　下記申込先へメールまたは電話
　　　　　①氏名　②事業所名　③住所　④電話
　　　　　番号　⑤メールアドレス
申込・問　公益社団法人　泉佐野納税協会
　　　　　メール　izumisano@nk-net.co.jp
　　　　　 Tel 462-0634

事一 般 記

複式簿記教室（入門編）
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10月入校生募集
募集概要
・空調設備科（募集定員20名、訓練期間１年、18
　歳以上）
募集日程
（8月選考）
　願書受付　7月19日（火）まで
　　定　　員　10名程度
　　選考試験　8月9日（火）
　　合格発表　8月17日（水）
（９月選考①）
　願書受付　7月20日（水）～8月23日（火）
　　定　　員　５名程度
　　選考試験　9月6日（火）
　　合格発表　9月13日（火）
（9月選考②）
　願書受付　8月24日（水）～9月8日（木）
　　定　　員　若干名
　　選考試験　9月22日（木）
　　合格発表　9月30日（金）
※願書受付は原則として居住地を管轄するハロー
　ワークで受付します。
入　校　日　10月11日（火）
授　業　料　年間118,800円（月額換算9,900円）
　　　　　　(所 得等による減免制度あり)
　　　　　　※別途、教科書購入等の実費が必要。
入校選考料　2,200円
入　校　料　5,650円
7月～9月の見学会日程の詳細は、
http://pref.osaka.lg.jp/tc-miosaka/top-
page/kengakukai04.htmlからご確認ください。

問　大阪府立南大阪高等職業技術専門校
　　http://www.pref.osaka.lg.jp/tc-miosaka/
　　Tel 0725-53-3005　Fax 0725-53-3015
　　所在地　和泉市テクノステージ2-3-5

府立南大阪高等職業技術専門校
生徒募集・見学会開催

　大阪府の労働相談センターでは、「賃金を払っ
てくれない」、「職場でのハラスメントに悩んで
いる」等、働く方、雇用する方からのさまざまな
労働相談をお受けしています。また、テレワーク
に関する相談もお受けしています。
日　　時　月～金曜日　午前9時～午後6時
　　　　　（午後０時15分～午後１時を除く）
場　　所　エル・おおさか南館３階
相談方法　電話、面談またはオンライン
出張相談　前日までに要予約
　豊能府民センター・泉北府民センター・南河内
府民センターで実施。
　
問　労働相談センター　Tel 06-6946-2600
※詳細は、https://rsc-osaka.jp/?page_id=5からご
　確認ください。

大阪府の「労働相談センター」のご案内

　大阪労働局、各労働基準監督署は、職場におけ
る熱中症による死亡ゼロを目指して、9月30日ま
での間キャンペーンを実施しています。
　熱中症は、屋外の炎天下での作業中に発生する
と思われがちですが、大阪においては屋内作業場
でも数多く発生しています。
※新型コロナウイルス感染症予防対策（外出機会

の減少、マスク装着など）への対応として、特
に水分・塩分補給の徹底と放熱効果の高い服装
や装備の活用をしましょう。

※ポータルサイト「学ぼう！備えよう！職場の仲
間を守ろう！職場における熱中症予防情報」

　（熱中症予防対策のe-learning動画や関係情報
はこちらのサイトから入手できます。）

URL：https://neccyusho.mhlw.go.jp

問　岸和田労働基準監督署
　　安全衛生課　Tel 498-1013

ＳＴＯＰ！熱中症クールワーク
キャンペーン開催中
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　　　　　シミリ、メールのいずれかにより送付
受 講 料　無料（ただし、テキスト代は実費）
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　　　　　Tel 06-6748-0587　Fax 06-6748-0589
　　　　　E-mail haken@daisyokyo.or.jp

大阪府盲ろう者通訳・介助者養成研修
受講者募集

作　　文　400字詰め原稿用紙（縦書き）小・中
学生は２～４枚、高校生・一般は４～
６枚

　　　　　※点字や電子メールでの応募も可
ポスター　小・中学生のみ。
　　　　　Ｂ３画用紙又は四つ切りサイズ画用紙

（縦長のみ）
募集期間　7月1日（金）～9月2日（金）
応募方法　郵送（9月2日必着）又は持参。（ただし、

持参による受付は平日に限ります）
詳しくは、ホームページをご覧ください。
http://www.pref.osaka.lg.jp/keikakusuishin/syougai
　　　-info/r4sakubunposuta.html
応募・問
　大阪府障がい福祉企画課 権利擁護グループ
　Tel 06-6941-0351（内線 2481）
　Fax 06-6942-7215

日　　時　9月5日（月）、8日（木）、15日（木）、
　　　　　20日（火）　午後1時～4時
場　　所　泉佐野納税協会
　　　　　（泉佐野税務署となり）
内　　容　簿記の基礎知識と複式簿記での記帳に
　　　　　至るまで
受 講 料　無料（教材費2,445円は別途要）
申込条件　個人事業者（事業専従者）
定　　員　30名（先着順）
申込方法　7月5日（火）から8月10日（水）の間に、
　　　　　下記申込先へメールまたは電話
　　　　　①氏名　②事業所名　③住所　④電話
　　　　　番号　⑤メールアドレス
申込・問　公益社団法人　泉佐野納税協会
　　　　　メール　izumisano@nk-net.co.jp
　　　　　 Tel 462-0634

事一 般 記

複式簿記教室（入門編）
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10月入校生募集
募集概要
・空調設備科（募集定員20名、訓練期間１年、18
　歳以上）
募集日程
（8月選考）
　願書受付　7月19日（火）まで
　　定　　員　10名程度
　　選考試験　8月9日（火）
　　合格発表　8月17日（水）
（９月選考①）
　願書受付　7月20日（水）～8月23日（火）
　　定　　員　５名程度
　　選考試験　9月6日（火）
　　合格発表　9月13日（火）
（9月選考②）
　願書受付　8月24日（水）～9月8日（木）
　　定　　員　若干名
　　選考試験　9月22日（木）
　　合格発表　9月30日（金）
※願書受付は原則として居住地を管轄するハロー
　ワークで受付します。
入　校　日　10月11日（火）
授　業　料　年間118,800円（月額換算9,900円）
　　　　　　(所 得等による減免制度あり)
　　　　　　※別途、教科書購入等の実費が必要。
入校選考料　2,200円
入　校　料　5,650円
7月～9月の見学会日程の詳細は、
http://pref.osaka.lg.jp/tc-miosaka/top-
page/kengakukai04.htmlからご確認ください。

問　大阪府立南大阪高等職業技術専門校
　　http://www.pref.osaka.lg.jp/tc-miosaka/
　　Tel 0725-53-3005　Fax 0725-53-3015
　　所在地　和泉市テクノステージ2-3-5

府立南大阪高等職業技術専門校
生徒募集・見学会開催

　大阪府の労働相談センターでは、「賃金を払っ
てくれない」、「職場でのハラスメントに悩んで
いる」等、働く方、雇用する方からのさまざまな
労働相談をお受けしています。また、テレワーク
に関する相談もお受けしています。
日　　時　月～金曜日　午前9時～午後6時
　　　　　（午後０時15分～午後１時を除く）
場　　所　エル・おおさか南館３階
相談方法　電話、面談またはオンライン
出張相談　前日までに要予約
　豊能府民センター・泉北府民センター・南河内
府民センターで実施。
　
問　労働相談センター　Tel 06-6946-2600
※詳細は、https://rsc-osaka.jp/?page_id=5からご
　確認ください。

大阪府の「労働相談センター」のご案内

　大阪労働局、各労働基準監督署は、職場におけ
る熱中症による死亡ゼロを目指して、9月30日ま
での間キャンペーンを実施しています。
　熱中症は、屋外の炎天下での作業中に発生する
と思われがちですが、大阪においては屋内作業場
でも数多く発生しています。
※新型コロナウイルス感染症予防対策（外出機会

の減少、マスク装着など）への対応として、特
に水分・塩分補給の徹底と放熱効果の高い服装
や装備の活用をしましょう。

※ポータルサイト「学ぼう！備えよう！職場の仲
間を守ろう！職場における熱中症予防情報」

　（熱中症予防対策のe-learning動画や関係情報
はこちらのサイトから入手できます。）

URL：https://neccyusho.mhlw.go.jp

問　岸和田労働基準監督署
　　安全衛生課　Tel 498-1013

ＳＴＯＰ！熱中症クールワーク
キャンペーン開催中
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日　　時　7月31日（日）午前10時～午後4時
　　    　  （午前の部10時～正午、午後の部2時～4時）
場　　所　りんくう公園第二駐車場 及びりんくう
　　　　　野 外文化音楽堂
　　　　　泉佐野市りんくう往来北1-271
内　　容　地域住民の防災意識の向上を図るため、
　　　　    「総合型防災イベント」を実施します。
　　　　　万が一災害が発生した時に「知ってい

てよかった」知識や、避難所での使用
が想定される設備の展示を行う「展示
ブース」、「災害発生からの72時間」
を生き残るために最低限必要な知識や
経験を取得出来る「体験ブース」な
ど、大人からお子様まで楽しみながら 
防災について学ぶことのできる内容に
なっています。また、災害発生時活躍
する消防や自衛隊の特殊車両の展示も
行います。楽しくチャレンジして防
災・減災マスターに近づこう！！

入場無料　（事前申し込みが必要です。）
申し込み　sano-jc@rinku.zaq.ne.jpもしくはQRコー
　　　　   ドよりお申込みください。
問　公益社団法人 泉佐野青年会議所
　　Tel  463-3947

あなたは生き残れるか！
～災害発生からの72時間～

航空保安大学校
空の日・オープンキャンパス2022

日　時　7月24日（日）
　　　　午前9時30分～午後4時30分
場　所　国土交通省　航空保安大学校
　　　　（泉佐野市りんくう往来南３番地11）
内　容　航空保安大学校のＨＰ
　　　（http://www.cab.mlit.go.jp/asc/）に掲載
　　　（実習室見学、学習体験、公開講座、受験
　　　　体験トーク、受験相談など予定）
問　航空保安大学校　研修調整官　Tel 458-3916

　ハローワーク泉佐野ホームページに、田尻町の
他、泉佐野市・泉南市・阪南市・熊取町・岬町の
求人をワンクリックで検索できる「かんたん求人
検索」をご用意しました。
　是非ご利用ください。

ハローワーク泉佐野（職業相談部門）　
　Tel 463-0565（部門コード41＃）

＊詳細は、https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-
hellowork/list/sano/kyuujinkensaku.htmlからご
ご確認ください。

ハローワーク泉佐野ホームページに
「かんたん求人検索」を開設！

自衛官募集
《パイロット・ハイテク技術に挑戦》

航空学生
　各種航空機のパイロット等の養成をするコース

です。
　最短の場合、入隊後約6年で幹部に任官します。
　応募資格
（海上自衛隊）
　　日本国籍を有する高卒者（見込含）又は高専3

年次修了者（見込含）で18歳以上23歳未満の方
（航空自衛隊）
　　日本国籍を有する高卒者（見込含）又は高専3

年次修了者（見込含）で18歳以上21歳未満の方
　受付期間　7月1日（金）～9月8日（木）
　試験期日　9月19日（月・祝）

一般曹候補生（非任期制）
　各部隊の中核となる陸・海・空「曹」自衛官を
目指す人のための制度です。
　応募資格　日本国籍を有する18歳以上33歳未満
　　　　　　の方
　受付期間　7月1日（金）～9月5日（月）
　試験期日　9月15日（木）～18日（日）
　　　　　　※上記期間の内、１日
自衛官候補生（任期制）
　教育期間　3ケ月　所要の教育を経て2等陸・
　　　　　　海・空士に任用
　応募資格　日本国籍を有する18歳以上33歳未満
　　　　　　の方
　受付期間　通年
　試験期日　受付時にお知らせ

問　自衛隊大阪地方協力本部　岸和田地域事務所
　　Tel・Fax 072-426-0902
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31

広

　
　
　
　告

田尻町２教室で
お待ちしております！

吉見ノ里教室（月・木）
指導者：中小路

080-6124-6931／吉見719-1

嘉祥寺教室（火・金）
指導者：大須賀

070-5650-1303／嘉祥寺851-102

大阪府立弥生文化博物館　催事案内
夏季特別展「南関東の弥生文化」

　新たな発見の続く南関東の弥生文化を、農耕の導

入から社会の発展、海をめぐる活動、さらに後期の

変化と地域間交流といった多彩なトピックを盛り込

みながら多角的に紹介します。これまで西日本を

ベースに構築されてきた弥生文化のイメージに対し

て、近年、関東をフィールドとする研究者から新たな

問題提議がなされ、話題となっています。展示の中で 

その主張のベースを掘り下げることも目指します。

　あなたの弥生観は、きっと大きくゆさぶられるこ

とでしょう。

期間　7月16日（土）～9月19日（月祝）まで

入 館 料　一般650円／65歳以上・高大生430円
開館時間　午前9時30分～午後5時
　　　　　（入館受付午後4時30分まで）
休 館 日　毎週月曜日(祝日の場合は開館、翌火曜
　　　　　日休館）、年末年始の休館日12月27日
　　　　　～1月4日
問　大阪府立弥生文化博物館

　　Tel  0725-46-2162

　　ホームページ　

　　http://www.kanku-city.or.jp/yayoi/

田尻町営プール一般開放のお知らせ
期　　　　間　7月21日（木）～8月24日（水）
　　　　　　　※8月13日（土）～15日（月）は休場
　　　　　　　　となります。
一般開放時間　午後1時～4時30分
　　　　　　　（午後4時20分退水）
入　場　料　大人　150円　子ども　50円

早起き健康ラジオ体操

　今年も恒例のラジオ体操を実施します！
　初日にカードを配りますので、カードを失くさ
ないように！毎日続けましょう。
※ラジオ体操の前にたじりっち体操もします。
　たじり健康ポイント対象（1日につき100ポイ
　ント）
※新型コロナウイルス感染防止のため、マスク着
　用をお願いします。
期間　7月21日（木）～8月7日（日）
　　　※雨天をのぞく毎日
開始　午前6時30分（受付　午前6時15分～）
場所　多目的グラウンド（潮風グラウンド）
主催　田尻町スポーツ協会レクリエーション連盟
協力　田尻町スポーツ推進委員協議会
　　　田尻町教育委員会　田尻町

問　社会教育課
　　Tel 466-5029　Fax 466-5095

※新型コロナウイルス感染症対策のため、田尻町
在住の方のみの利用となります。また、一度に
入場できるのは80名までで、利用の際には健
康状態の確認をさせていただきます。ご理解と
ご協力をお願い申し上げます。

※6歳以下の子どもだけの入場はできません（要
保護者同伴）

※駐車場はありませんので、お車での来場はご遠
慮ください。

問　町営プール　Tel 466-4643
　　（指定管理者　Tel 490-2300）
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　今年は3年ぶりに好評のサンセットライブを開催します。どなたでも参加できます。潮風に吹か
れ、美しい夕陽を眺めながら音楽とダンスで楽しんでください。
　午後8時からは、ねがい球とヨットイルミネーションが点灯します。
　夜市同時開催！キッチンカーの出店があります。
日　　時　7月16日（土）  開演　午後６時～
場　　所　田尻漁港ヨットハーバー前
チケット　１人500円　※ワンドリンク付
　　　　　（当日現場でお支払いください。
　　　　　田尻町観光協会で前売りチケットを取
　　　　　り扱っています。）
主　　催　田尻町観光協会、田尻町まちづくり
　　　　　住民会議、田尻ヨットクラブ
協　　力　田尻漁業協同組合
　マスク着用でご参加ください。
　新型コロナ感染拡大の状況によっては、
　中止または縮小することをご了承ください。
問　田尻町観光協会　Tel・Fax 493-9556

掲 示 板掲 示 板掲 示 板み
ん な

の

田尻ヨットハーバーサンセットライブ開催！

　大阪府春季室内水泳競技大会がラクタブドームにて開催され、田尻水泳連盟からは18名が参加
し、９名の選手が決勝に進出し優秀な成績をおさめました。

大阪府春季室内水泳競技大会

100m自由形
400m自由形
200m個人メドレー
50m平泳ぎ
50m自由形
200m個人メドレー
100m平泳ぎ
50m平泳ぎ
200m自由形
50m背泳ぎ
50mバタフライ
50m背泳ぎ
50m平泳ぎ

58-27
4-19-84
2-42-43
38-89
31-63

2-33-65
1-17-97
36-17

2-20-25
33-52
29-52
28-65
33-32

優勝
優勝
2位
3位

10位
5位
6位
7位
7位
7位
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　今年は3年ぶりに好評のサンセットライブを開催します。どなたでも参加できます。潮風に吹か
れ、美しい夕陽を眺めながら音楽とダンスで楽しんでください。
　午後8時からは、ねがい球とヨットイルミネーションが点灯します。
　夜市同時開催！キッチンカーの出店があります。
日　　時　7月16日（土）  開演　午後６時～
場　　所　田尻漁港ヨットハーバー前
チケット　１人500円　※ワンドリンク付
　　　　　（当日現場でお支払いください。
　　　　　田尻町観光協会で前売りチケットを取
　　　　　り扱っています。）
主　　催　田尻町観光協会、田尻町まちづくり
　　　　　住民会議、田尻ヨットクラブ
協　　力　田尻漁業協同組合
　マスク着用でご参加ください。
　新型コロナ感染拡大の状況によっては、
　中止または縮小することをご了承ください。
問　田尻町観光協会　Tel・Fax 493-9556

掲 示 板掲 示 板掲 示 板み
ん な

の

田尻ヨットハーバーサンセットライブ開催！

　大阪府春季室内水泳競技大会がラクタブドームにて開催され、田尻水泳連盟からは18名が参加
し、９名の選手が決勝に進出し優秀な成績をおさめました。

大阪府春季室内水泳競技大会

100m自由形
400m自由形
200m個人メドレー
50m平泳ぎ
50m自由形
200m個人メドレー
100m平泳ぎ
50m平泳ぎ
200m自由形
50m背泳ぎ
50mバタフライ
50m背泳ぎ
50m平泳ぎ
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1-17-97
36-17

2-20-25
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15歳以上
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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。）

7月28日（木）
午後1時～4時

（一人1回30分）

7月28日（木）
午後1時～3時

【面談による相談】
毎週水曜日
午前10時～正午

【電話による相談】
随時

ふれ愛センター 1 階
ボランティアビューロー

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

開 設 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

公民館　2階
小会議室

公民館　2階
講座室

都市みどり課

こども課
電話 466－5013
FAX 466－8841

企画人権課　
電話 466－5019
FAX 466－8725

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。

相談支援員がお受けします。
まずはお電話ください。
ご希望の方は、ご家庭にもう
かがいます。

日　　　時 場　　　所 お問い合わせ 備　　考

指導課
電 話 466－5024
FAX 466－5095

健康課
電 話 466－8811
FAX 466－8841

毎週火曜日
午前10時～午後 3 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

毎週月～金曜日
午前9時～午後5時

毎週月～金曜日
午前9時～午後5時

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

健康課 

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。

原則奇数月第4木曜日に実施。
申込多数の場合は次回になり
ます。ご了承ください。

原則奇数月第4木曜日に実施
行政相談委員による相談

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。

児童家庭相談

住 宅 相 談

こころの健康相談

進路選択支援相談

行 政 相 談

教 育 相 談
【要予約】

生 活 困 窮 に
関 す る 相 談

【要予約】

弁 護 士 相 談
【要予約】

【要予約】

毎週月～金曜日
午前９時～午後５時

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 電話 465-3755
FAX 465-3368

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

ふれ愛センター
相談スペースほっ…と。

産業振興課
電話 466-5018
FAX 466-5025

毎週月～金曜日
午前9時～午後5時
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。

7月27日（水）
午後1時～4時

企画人権課
企画人権課
電 話 466-5019
FAX 466-8725

ふれ愛センター   1 階
団体活動室

ふれ愛センター
相談スペースほっ…と。

毎週月～金曜日
午前9時～午後5時

毎週月・木曜日
午前10時～正午
午後1時～2時30分

毎月第4水曜日に実施
人権擁護委員による相談

人権相談員がお受けします。

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】 ふれ愛センター

相談スペースほっ…と。

いずれも祝日年末年始を除く

7月27日(水)
午前10時～午後1時

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）7/22（金）午後3時締切

弁護士相談・行政相談（要予約）
  弁護士相談
　　相続、消費生活問題、離婚、親権問題など法律

に関する相談を広く受け付けています。
　　相談時間は30分となっていますので、事前に相

談内容をまとめていただいて、ご相談ください。
　　相談は予約が必要ですので、下記までお問い合

わせください。

  行政相談
　　毎日の暮らしの中で国・府・町などの行政の仕

事に関する苦情などの相談はないでしょうか。
　　総務大臣委嘱の行政相談委員が、皆さんの身近

な相談相手になります。
　　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

2か月に1度、奇数月に弁護士相談・行政相談を実施しています。



31 1 2 3 4 5 68月

34

発
行
と
編
集
／
大
阪
府
泉
南
郡
田
尻
町
嘉
祥
寺
3
7
5 

－

1

　

固定資産税（第２期分）の納期限は８月１日（月）です固定資産税（第２期分）の納期限は８月１日（月）です

日

3 4 5 6 7 8 9

10 11 13 14 15 16

17 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

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〉

〈公民館休館日〉〈公民館休館日〉

〈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  1歳6か月児健康
　  診査
　（P.16）
　  時間は個別通知

田尻町　令和4年    7月  行事カレンダー

6月 7月

18

26 2827 13029 2

12

※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）
　　

た  ヘルス・栄養相談
　（P.16）
    午後１時30分～

歴史館プレリニュー
アルオープン事業

「～星に願いを～
七夕飾りatアプロー
チ庭園」
午後6時～（P.5）

歴史館プレリニュー
アルオープン事業

「～星に願いを～
七夕飾りatアプロー
チ庭園」
～午後8時（P.5）

公 公民館講座
　「レッツ・ダンス」
　 午後1時30分～

ウエルカム振興券
販売開始日

参議院議員通常選挙
投票日

ふ 認知症カフェ
　 午後1時30分～
た 食育講演会
   （P.17）
    午後2時～
ふ キッズルーム夏
　 休みイベント
   （P.15）
    午後2時～

歴史館一般公開
開始（P.5）
午前9時～

ふ ピーナッツ倶楽部
   （P.15）
　 午前10時～

公  公民館講座
     「いろいろなおえ
　　かきをしよう」
 　 （P.9）
　  午前9時30分～
　  午後2時～

相 女性のための相談
　 （P.25）
　午前10時～

た 健活プラス（P.16）
   午前10時～

歴史館町民限定内覧
会（P.5）
   午前9時～

歴史館町民限定内覧
会（P.5）
   午前9時～

歴史館町民限定内覧
会（P.5）
   午前9時～

歴史館町民限定内覧
会（P.5）
   午前9時～

歴史館町民限定内覧
会（P.5）
   午前9時～

公 おはなし会
   （P.9）
　 午前11時～

公 公民館講座
　「レッツ・ダンス」
　 午後1時30分～
ふ ラッコ倶楽部スペ
　  シャル（P.15）
    午前9時50分～

公 健活ウォーキン
　 グ教室（P.16）
    午前10時～
た 健康カフェ
   （P.16）
     午前11時～
た 認知症サポーター
　 養成講座

た なごみの里カフェ
　 午後1時～
　 吉見集会所

プレミアム振興券販売期間プレミアム振興券販売期間

7月31日（日）まで7月31日（日）まで

〈ふれ愛センター
　　　休館日〉


