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7月1日現在（　）前月比

世帯数　4,126世帯（ ▲ 11）
総人口　8,543人（ ▲ 17）   
　男 　   4,266人（ ▲ 5）   
　女        4,277人（ ▲ 12）

人の
うごき
人の
うごき

　二十歳を迎える皆さんを対象に「二十歳の主
張」作文を募集します。二十歳になった記念に
将来の抱負などを発表してみませんか？優秀な
作文については「（仮称）二十歳のつどい」の式
典当日に表彰します。表彰された方には式典当
日に発表していただくとともに「広報たじり」
2月号等に作文を掲載させていただきます。

※応募者多数の場合は選考により決定します。

募集内容　令和5年1月8日（日）に開催される「（仮
　　　　  称）二十歳のつどい」の式典にて「二

十歳の主張」を行う方
応募方法　「二十歳の主張」作文は400字～800

字を目安に書いてください。氏名、
生年月日、住所、電話番号、メール
アドレスを明記の上、郵送、持参ま
たはメール等にて原稿を下記問い合
わせ先までお送りください。

対 象 者　・平成14年4月2日～平成15年4月1
　 日生まれの方

　　　　　・令和5年1月8日（日）開催の「（仮 
　 称）二十歳のつどい」式典に参加
　 できる方

募集期間　10月31日（月）まで
注　　意　応募は一人一通まで。
　　　　　提出された原稿・原本は返却いたし

ません。
　　　　　取得した個人情報は、
　　　　　本募集以外に使用し
　　　　　ません。

申込・問　社会教育課（教育センター内）
　　　　　〒598-0091　田尻町嘉祥寺409番地6
　　　　　Tel 466-5029　Fax 466-5095
                     Mail : shakyo@town.tajiri.osaka.jp

２６　　みんなの掲示板

２７　　無料相談

２８　　あなたもまちづくりの主役に

２９　　ワイドアングル

３０　　行事カレンダー
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職員募集 事務職（大学卒）、事務職（社会人経験者）

２．試験日　○第１次試験　　9月18日（日）　・事務職（大学卒）　　　　教養試験
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・事務職（社会人経験者）　基礎能力試験
　　　　　　※基礎能力試験は、公務員試験に向けた準備の必要がない試験です。
３．受験手続（資料請求）  試験案内の配布　　8月1日（月）～8月19日（金）
　　　　　　　　　　　　秘書課（本庁舎２階）で配布します。
　　　　　　　　　　　　　また、田尻町のホームページからも配布期間中にダウンロードができます。
　　　　　　　　　　　　　（https://www.town.tajiri.osaka.jp/）
　　　　　　　　　　　　　郵送で資料請求される場合は、封筒表面に「（希望職種）試験案内希望」と朱
　　　　　　　　　　　　　書きの上、返信用封筒（角型2号封筒に宛先を記入し、120円分の切手を貼付し
　　　　　　　　　　　　　たもの。）を同封し、下記の問い合わせ先へ請求してください。
４．受付期間　　　　　　8月5日（金）～8月19日（金）※郵送の場合は、必着
　　　　窓口での試験案内の配布・受付は、平日の午前8時45分から午後5時15分です。

 受付・問　秘書課　Tel 466-5001 　Fax 466-8725
　※採用試験説明会を、8月4日（木）に実施いたします。
（詳しくは、田尻町のホームページをご覧ください。）

１．職種、採用予定人数及び受験資格

事務職
（大学卒） 若干名

若干名事務職
（社会人経験者）

採用予定人数職　　種 受　験　資　格
・平成8年4月2日から平成13年4月1日までに生まれた人
・学校教育法による大学又は大学院を卒業 (修了) した人又は令和5年3月末
　までに卒業 (修了) する見込みの人
・昭和57年4月2日から平成11年4月1日までに生まれた人
・学校教育法による高校、高等専門学校、短期大学、大学又は大学院を卒
　業（修了）した人
・民間企業等において、令和4年7月31日までの期間に１年以上の継続した
　職務経験を有する人※

※民間企業等における職務経験とは、民間企業や官公庁などにおいて、会社員や公務員等として勤務した経験をい
います。なお、雇用形態は正社員、アルバイトなど問いませんが、１週間の平均勤務時間が30時間以上である
ことが必要です。

令和5年4月1日採用



2

「二十歳の主張」を述べる方 募集！

０２　　「二十歳の主張」を述べる方募集！

０３　　令和５年４月１日採用　職員募集

０４　　たじり健康ポイント

０５　　新型コロナウイルスワクチン情報

０６　　ふれ愛健診・自分発見祭

０７　　歯科健診・社協・ボランティア募集

０８　　学校園所だより

０９　　公民館だより

１０　　すくすくセンター

１１　　お知らせ（各種）

１７　　安全・安心トピックス

２０　　人権のひろば

２３　　一般記事

２５　　KIXニュース

目次

7月1日現在（　）前月比

世帯数　4,126世帯（ ▲ 11）
総人口　8,543人（ ▲ 17）   
　男 　   4,266人（ ▲ 5）   
　女        4,277人（ ▲ 12）

人の
うごき
人の
うごき

　二十歳を迎える皆さんを対象に「二十歳の主
張」作文を募集します。二十歳になった記念に
将来の抱負などを発表してみませんか？優秀な
作文については「（仮称）二十歳のつどい」の式
典当日に表彰します。表彰された方には式典当
日に発表していただくとともに「広報たじり」
2月号等に作文を掲載させていただきます。

※応募者多数の場合は選考により決定します。

募集内容　令和5年1月8日（日）に開催される「（仮
　　　　  称）二十歳のつどい」の式典にて「二

十歳の主張」を行う方
応募方法　「二十歳の主張」作文は400字～800

字を目安に書いてください。氏名、
生年月日、住所、電話番号、メール
アドレスを明記の上、郵送、持参ま
たはメール等にて原稿を下記問い合
わせ先までお送りください。

対 象 者　・平成14年4月2日～平成15年4月1
　 日生まれの方

　　　　　・令和5年1月8日（日）開催の「（仮 
　 称）二十歳のつどい」式典に参加
　 できる方

募集期間　10月31日（月）まで
注　　意　応募は一人一通まで。
　　　　　提出された原稿・原本は返却いたし

ません。
　　　　　取得した個人情報は、
　　　　　本募集以外に使用し
　　　　　ません。

申込・問　社会教育課（教育センター内）
　　　　　〒598-0091　田尻町嘉祥寺409番地6
　　　　　Tel 466-5029　Fax 466-5095
                     Mail : shakyo@town.tajiri.osaka.jp

２６　　みんなの掲示板

２７　　無料相談

２８　　あなたもまちづくりの主役に

２９　　ワイドアングル

３０　　行事カレンダー



4

た じり 健 康 ポ イ ントた じり 健 康 ポ イ ント
たじり健康ポイントとは
　生涯、健康に暮らすことができるように、主体的に健康づくりが行える取り組みです。ウォーキン
グ・イベント参加・健診受診などを行うことによりポイントが貯まります。貯まったポイントはプリ
ペイドカード等に交換できます。
対 象 者　20歳以上の田尻町在住の方
実施期間　令和4年12月31日（土）まで

現在（6月末時点）で663名の参加となっております。
たじり健康ポイントの参加者が増えてきていますが、今回は、
お得なボーナスポイントのご紹介をします！
是非、ご活用ください！！

※ボーナス型ポイントの付与は、ウォーキング型あるいは事業参加型のいずれかの基準をクリアした
　方へ付与します。基準等の詳細は、下記へお問合せしてください。
問　福祉課　Tel 466-8813　健康課　Tel 466-8811　Fax 466-8841

ウォーキング型

ボーナス

事業参加型
毎月歩いた歩数でポイント付与 事業に参加でポイント付与

・健康診断（特定健診、会社の健診、人間ドック等）の
　結果を窓口に提出するだけ。
・町の健診は、下記にて予約受付開始！
　健診予約受付期間：9月5日（月）～9月9日（金）
　窓　口　健康課（ふれ愛センター）
　電　話     466-8811
　健診日　10月5日（水）・6日（木）・7日（金）・9日（日）
　　　　　　　　　　　　　　　　　【※全て午前中】
・まずは、健診を受けよう！日曜健診の活用を！

初めて参加する友人等にたじり健康ポイントを紹介しよう。
その方が基準をクリアすれば、紹介してくれた方にポイ
ントを付与します。

初めてたじり健康ポイント事業に参加し、基準をクリアした
方に付与します。

・ウォーキングポイント40,000ポイント達成者
・シルバーコース15,000ポイント達成者

健康診断ポイント
(1,000ポイント)

紹介ポイント
（500ポイント）

スタートポイント

プラチナポイント

5

新型コロナウイルスワクチン情報

夏季休暇等利用して、ワクチン接種しましょう！
・お知らせしている情報は7月15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。

　下記の期間をお盆休みとさせていただきます。ご了承のほどよろしくお願いいたします。
　お盆休み期間：令和4年8月11日（木）～14日（日）　　  ※WEB予約は可能。
　電話予約：0120-558-836        　　　　　　　　　　　　 WEB予約：QRコード
　【平日：午前9時～午後5時】

※〇印の日程は、予約枠を設定している日程となります。日程によっては、予約定員数に達している日
　程もありますので、上記コールセンターにてご確認ください。
※島田診療所については、ファイザー社ワクチンと小児ワクチンの両方を実施しています。その他の町
　内協力医療機関は、ファイザー社ワクチンとなります。

　全国のコンビニでマイナンバーカードを使って午前6時半から午後11時まで紙のワクチン接種証明書を
受け取れるようになります。自治体の窓口に出向いたり郵送で申請したりする必要がなくなるほか、自
治体の窓口が休みでも交付できます。
　紙の証明書は現在、市区町村の窓口で申請する必要があり、休日をはさむと受け取りまでに数日かか

る場合があります。スマートフォンで電子証明書が取得できない方などは、ぜひご利用ください。

　・平日休日を問わず、その場で発行されます。
　・マイナンバーカードと発行時に設定した4桁の暗証番号と手数料（120円）が必要。
   ※海外用の接種証明書については、事前に自治体の窓口でパスポート情報等の登録が必要となります。
   ※開始時期等の詳細な情報については、町のホームページでご確認ください。

おくのホームケアクリニック

川野内科クリニック

島田診療所（小児ワクチン）

ひらのひまわりクリニック

みのにしわかこJOYクリニック

町内協力医療機関 10日
（水）

11日
（木）

12日
（金）

13日
（土）

8　　月

14日
（日）

15日
（月）

16日
（火）

17日
（水）

お盆休み
○
○

○

○
○

○○

お盆期間中の個別接種（協力医療機関）について

新型コロナワクチン接種証明書について

田尻町ワクチン接種コールセンターのお盆休みについて

問　健康課　Tel 466-8811　Fax 466-8841

マイナンバーカードを使って交付可能

新型コロナワクチンの接種証明書のコンビニ交付が始まります新型コロナワクチンの接種証明書のコンビニ交付が始まります

新型コロナワクチン接種証明書のコンビニ交付について
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特 定 健 診
後 期 高 齢 者 健 診
結核・肺がん検診
胃 が ん 検 診
大 腸 が ん 検 診
肝炎ウイルス検診
子 宮 頸 が ん 検 診
乳 が ん 検 診
骨粗しょう症検診
歯 科 健 診
保育(無料・要予約)
自 分 発 見 祭

●
●
●
●
●
●
●
●
●

●

●
●
●
●
●
●
●
●
●

●

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

午前
9時15分

～
正午

健（検）日程
時間

10月
5日（水）

11月8日（火）・9日（水）・13日（日）
6日（木） 7日（金）

健診結果説明会
9日（日）

　ふれ愛健診と自分発見祭を同時開催します！
健診場所　
　たじりふれ愛センター1階
定　　員　1日 約80名
申込期間　9月5日（月）～9日（金）
　　　　　午前9時～午後5時
　　　　　（土日祝除く）
申込方法　健康課窓口または電話
　　　　　（466-8811）で申し込み
※健診結果説明会は、特定健診を

申込みされた方のみ対象。（ただ
し、協会けんぽ被扶養者を除く）

※費用の減免制度や検診実施対象
者についての詳細は健康だより
をご確認ください。

※2月にもふれ愛健診実施予定

自分発見祭自分発見祭
　体組成測定を無料で実施します！

　　　この機会にご自身の体の状態をチェックしてみましょう！
　無料で体組成測定と健康運動指導士による結果に基づいたアドバイスが受けられます。

・部位別体脂肪率　　・部位別筋肉量
・水分量　・推定骨量　・内臓脂肪レベル　など

体組成測定で分かること このような帳票もお渡しします➡

ご家庭では測定できない項目が多数あります！
この機会にぜひ、検診をうけてみませんか？

10月5日（水）の自分発見祭は、健診受診の有無に関わらず、どなたでもご参加いただけます！
測定後は、健幸レシピの試食会も実施しています。皆さまお誘い合わせの上、お申込みください！

　　 項　　目
握力
上体起こし
長座体前屈
開眼片足立ち
閉眼片足立ち
タイムアップ＆ゴー
座位ステッピング

64歳以下

測定項目

65歳以上
○
○
○

○

○

○
○
○
○

○

日　　時　10月5日（水）午前9時30分受付
場　　所　ふれ愛センター　２階　キッズルーム
対 象 者　年度末年齢20歳以上の町内在住者
内　　容　体力測定➡体組成測定➡測定結果の説明
　　　　　➡健康レシピの試食
持 ち 物　上靴、タオル、飲料水、運動できる服装
申込期間　9月1日（木）～9月30日（金）
申 込 先　健康課　Tel 466-8811　Fax 466-8841　
メールアドレス kenkou@town.tajiri.osaka.jp

今年の健幸レシピは「まごわやさしい」
カミカミおにぎり＆豚汁です！

10月5日（水）はどなたでも自分発見祭に参加できます！

町制70周年
プレイベント

ふれ愛健診のお知らせ
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対　　　象　田尻町在住の20歳以上または、妊婦の方
　　　　　（ただし、後期高齢者医療制度対象者を除く）　　
費　　　用　無料　
内　　　容　問診、口腔内検査
実 施 期 間　令和4年4月1日～令和5年3月31日
　　　　　　※年度内1回のみ受診可
持　ち　物　健康保険証、健康手帳または母子手帳
健診の予約　右記の協力歯科医院へ直接お申込みくだ
　　　　　　さい。 
問　健康課　Tel 466-8811　Fax 466-8841

歯科健診（個別健診）

岩谷歯科
クリニック

瀧川歯科

村正歯科医院 田尻町吉見831-1

田尻町嘉祥寺657-3
サンライズ38　1F

田尻町吉見602-1
コスミックビル　2F

465-8143

協力歯科医院名 住　所 電話番号

466-6480

465-3944

※上記以外にも、泉佐野市でも受診できる医療機
　関があります。詳しくは健康課までお問合せくだ
　さい。

災害ボランティアセンターの運営訓練（６月４日実施）の風景

地区福祉委員会の活動

　実際に災害が起こったときには、多くの力が必要です。力仕事だけではなく、被災者に寄り添い話を
聞くなど、様々な力（スキル）が求められます。
　災害ボランティアを募集しています。あなたの力を貸してください！若い世代の方、歓迎！

　おひとり暮らしの高齢者への
見守り声かけ活動を通じて、地
域の困りごとや福祉課題を発見
する“地域のアンテナ役”、それ
が「地区福祉員」です。　
　一緒に活動しませんか。

問　田尻町社会福祉協議会　　
　　Tel 466-5015
　　Fax 466-8899

ボランティアの心構えなど
専門家による講座受講

ボランティア受付の訓練 被災者宅でボランティア活動（模擬）

見守り声かけ訪問

子ども向け縁日遊びの開催おひとり暮らしの高齢者対象の
茶話会のお手伝い

社協・ボランティア募集！

いつもありがとう！

みんなに会って
話しできて楽しいわ！

お元気ですか？

いっぱい
取れるかな～

こんな訓練を
繰り返しできたらいいね

私たちにもできることが
あることを知りました

泥のかき出し、
一人で困ってたんや！

助かるわ！
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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
　ひまわり会（保護司と生徒会の会合）が行
われました。保護司とは、少年の健全育成の
ために行政から委嘱された地域の育成者で
す。この日は田尻町の5名の方にご来校いただ
き、中学校の町内清掃やSDGsの取組み等につ
いてお伝えすると、「そんな素晴らしい取組
みはどんどん発信していこう」と評価してい
ただきました。自分たちの取組みが町をどん
どん良くしていることを実感し、更なる活動
意欲に繋げてもらいたいです。

　農業委員さんのご協力のもと、３年ぶりに
エンゼルの5歳児と３年生が「田植え」を体
験させてもらいました。農業委員さんに教え
てもらいながら、エンゼルの子たちと手をつ
ないで協力して植える姿は、とてもかわいら
しかったです。毎日おいしいご飯を食べるこ
とができるのは、農家の方が、苦労して丁寧
に育ててくれるおかげだと感じました。秋の
稲刈りが楽しみですね。

　２歳児になると周りの友だちに目が向くよ
うになってきます。「友だちと一緒に遊ぶ楽
しさを感じられるようになってほしい」「人
との関わりの中で様々な経験をして心が豊か
に育ってほしい」「身体を動かして遊ぶ楽し
さを感じてほしい」という保育者の願いか
ら、体遊びやつながり遊びを毎日楽しんでい
ます。この時間を「にこにこちゃん」と名付
けています。子どもたちも「今日もにこにこ
ちゃんしよう！」と意欲的に参加し、日々の
遊びの中で友だちとの関わりが増えてきまし
た。

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。

「こども向け手話講座」の開催について「こども向け手話講座」の開催について

日　時　令和4年9月6日（火）から10月4日（火）まで（全４回)　※9月27日（火）は除きます。
　　　　午後7時から午後8時ごろまで
場　所　公民館2階　講座室3　講　師　髙田　昌代さん　　
参加費　100円（講座参加協力金）　対象者：田尻町に在住または在学の小学３年生から6年生の児童　定　員　10人　※先着順
内　容　言葉を使わずに手話で簡単なあいさつやお話をしたり、手話で歌をうたいます。
用意するもの　筆記用具、ノート、マスク
申込期間　8月6日（土)から8月20日（土)まで※申込期間後の返金はできません。

手話で簡単なあいさつや歌をしてみませんか？
初めての方でも楽しく手話を使えるよう身振り手振りからあいさつ、
自己紹介そして身近な曲を歌うまで学びます。ぜひ参加してください！

 公民館開催講座のお知らせ

体験講座

「キッズ英会話（小学校高学年向け）」の開催について「キッズ英会話（小学校高学年向け）」の開催について語学講座

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　8月20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　8月2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。

小学５・６年生を対象とするキッズ向け英会話講座を開催します。
英語に親しみ・楽しく学んでいただけるよう丁寧に教えますので、ぜひご参加ください。
日　時　令和4年9月2日（金）から12月16日（金）までの毎週金曜日（全10回）  午後7時から8時まで　　
　　　　※9月23日（金）、30日（金）、10月28日（金）、11月4日（金）、18日（金）、12月2日（金）を除く。
場　所　公民館３階 視聴覚室　講　師　村田　都　さん　参加費　100円（講座参加負担金）
対象者　田尻町に在住、在学する小学5年生から6年生の児童　定　員　10人　※先着順
用意するもの　筆記用具、マスク　申込期間　令和4年8月6日（土）から20日（土）まで　※申込期間後の返金はできません。

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

図書室で貸し出している新着図書から話題の図書、おすすめの図書をご案内します。ぜひ、図書室で手に取ってください。
【教養・小説】
　〇女人入眼／永井紗耶子／中央公論新社
　〇あくてえ／山下紘加／河出書房新社
　〇やりなおし世界文学／津村記久子／新潮社
【絵本・児童書】
　〇小学生のための世界の美術館・博物館／世界の美術館・博物館編集室／メイツ出版
　〇おひさまやのハンカチ／茂市久美子／講談社
　〇くみたて／田中達也／福音館書店

　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。

図書室  新着図書のご案内
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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★

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）

8月18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】

★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）

令和4年2月15日生～4月9日生のお子様とその保護者の方
電話・来所で受付（定員になり次第締め切ります）

対象

備考

予約

時間

日程

内容

8月19日（金）
ベビーマッサージ
講師：助産師

午前10時～11時30分

8月22日（月）
離乳食教室（試食あり）

講師：栄養士
午後１時30分～3時

8月29日（月）
リフレッシュ体操
講師：健康運動指導士
午前10時～11時30分

9月5日（月）
ベビ―トーク
講師：助産師

午後１時30分～3時

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

★わんぱくオープン★

★お知らせ★

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）

水遊びをする方は、タオル、水着等を持っ
てきてください。

＊今月の「わんぱく教室」と「絵本の読み聞かせ」
　はおやすみです。

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。
（雨天時や気温の低い日は中止します）

日時

備考

内容

予約

離乳食教室はふれ愛センターで実施します。
参加される方は申し込み時に材料費100円を添えてお申し込みください。
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お知らせ

児童扶養手当をご存じですか

　児童扶養手当は以下の条件に該当する対象児童
（※）を監護・養育している方が受給できます。
認定されると、請求日の属する月の翌月分から支
給されます。支給額は前年の所得額及び扶養人数
により異なります。児童扶養手当を受給されてい
る方は、8月中に現況届を提出してください。
※18歳到達年度末までの方または、20歳未満で
　障がいのある方

支給条件
　1.  父母が離婚をした
　2.  父又は母が死亡した
　3.  父又は母に障がいがある
　4.  父又は母の生死が明らかでない
　5.  その他（父又は母に1年以上遺棄されている、父
　　 又は母が１年以上拘禁されている、母が婚
　　 姻によらないで出産した児童等）
　6.  父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた

注意事項
・申請手続きは、認定請求書及び請求者と対象児

童の戸籍謄本（抄本）のほか必要書類がありま
すので、事前にお問い合わせください。

・請求者又は対象児童が公的年金を受給している
ときは、公的年金給付額が児童扶養手当額より
も低い場合、その差額分が手当額よりも低い場
合その差額分が手当として支給されます。

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　8月1日（月）～10月17日（月）
　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　Fax466-8841   

特別児童扶養手当をご存じですか
　特別児童扶養手当は、20歳未満で、政令で規定
する障がいがある児童を監護している父母また
は父母に代わって児童を養育している方が手当
を受給できます。認定されると、請求日の属する
月の翌月分から支給されます。特別児童扶養手
当を受給されている方は、8月12日(金)～9月12日
（月）の間に所得状況届を提出してください。
手当額（月額）（所得制限あり）
　1級：52,400円、2級：34,900円
注意事項
　申請手続きには、認定請求書及び請求者と対
象児童の戸籍謄本（抄本）、診断書のほか必要書
類があります。また、所得超過により受給でき
ない場合がありますので事前にお問い合わせく
ださい。

問　こども課　Tel 466-5013　Fax466-8841   

支給額（月額）

対象児童数 支給額
全部支給

43,070円1人目

2人目

3人目以降

10,170円

1人につき
6,100円

一部支給
43,060円～
10,160円
10,160円～
  5,090円
1人につき
  6,090円～
  3,050円

問　こども課　Tel 466-5013　Fax466-8841    　
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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
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

8月9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

8月12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、
持ち物：母子健康手帳・質問票・アンケー
　　　　ト・バスタオル

令和4年2月15日生～
令和4年4月9日生

健康運動指導士による運動教室！！

健活プラス

日　時　8月16日(火)　※8月1日より申し込み可（電話可）
　　　　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　8月19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にて受付
持ち物　飲み物(水分補給)、タオル、運動しやすい室内履きの運動靴
内　容　公民館でウォーキングします。

健康カフェ

日　時　8月19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　小松菜ともやしのナムル

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。

12

～みんなで涼しいところに集まろう！～
　ふれ愛センターと公民館ではこの夏の猛暑を乗
り切るためクールシェアを実施しています。
　ご家庭の節電にもなりますのでぜひお越しくだ
さい。
※各施設はコロナ感染対策を
　徹底しています。

戦没者・戦災死者を追悼し
平和を祈念する献花について

　田尻町では、戦争で犠牲になられた方々を心か
ら追悼し、その尊い犠牲を無にすることのないよ
う、世界の恒久平和を願い、毎年、戦没者追悼式
を開催していましたが、今年度から、下記のとお
り、祭壇と献花台を設置します。　
日時　8月7日（日）正午～8月9日（火）午後3時
場所　田尻町公民館　１階　ロビー
　
※どなたでも献花していただけます。
※献花用のお花は会場にご用意しております

問　福祉課　Tel 466-8813　Fax466-8841

健康課定例保健事業

福　祉

涼しい場所を
みんなでシェア（共有）
するのが「クールシェア」

です。

公民館ふれ愛センター

今
月
の
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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】

8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

　現在、受給している方は、受給資格確認のために現況届（所得状況届を含む）を提出する必要があ
ります。
　現況届に必要な書類を送付しますので、必ず提出してください。
　現況届が未提出の方は、提出されるまでの間、手当を差し止めることがあります。
◆提出期間　8月1日（月）～12日（金）　
◆提出先　福祉課

特別障がい者手当・障がい児福祉手当の現況届

問　大阪府岸和田子ども家庭センター生活福祉課　　Tel 430-4321　Fax 430-4322
　　福祉課　Tel 466-8813　Fax 466-8841

特別障がい者手当　　月額　27,300円

満20歳以上の在宅の方で、身体または精神に
著しく重度で永続する障がい（知的障がいを
含む）があるため、日常生活に常時特別の介
護を必要とする方 

満20歳未満の在宅の方で、身体または精神に
重度で永続する障がい（知的障がいを含む）
があるため、日常生活に常時の介護を必要と
する方

①病院等に3ヶ月を超えて入院している方   
②施設に入所している方   
③本人、配偶者、扶養義務者の所得が一定金
　額以上ある方   

①障害年金などの障がいを支給理由とする年
　金を受給されている方   
②施設に入所している方   
③本人、配偶者、扶養義務者の所得が一定金
　額以上ある方   

障がい児福祉手当　　月額　14,850円

支給
対象

支給
制限
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一貫校への取組を強化します！お知らせ

住民票の写し等の電話予約による
時間外受渡しサービスを行っています！

住民・戸籍

１．電話予約サービスの交付対象は？
　　・住民票の写し
　　・住民票の記載事項証明書（町指定様式のも
　　　のに限る。）
２．電話予約サービス制度の利用方法は？
　　平日の午前9時から午後5時までの間に受取

に来る方が電話で予約をし、当日の午後10時
までに役場に取りに来てください。

　　また、土曜・日曜・祝日等も受渡し可能（午
前9時から午後10時まで）ですが、その場合、
直前の開庁日に電話予約をしてください。

３．誰でも電話で予約できるの？
　　住民票は個人情報の記載されたものであるた

め、必ず本人または住民票上の同一世帯の方が
予約し、予約した方が取りに来てください。
（受渡し時に、運転免許証等の公的機関が発行
した本人確認書類が必要です。）

４．手数料は１通300円です。
　　（つり銭の無いようご協力ください。）
５．予約・お問合せ先電話番号

問　住民課　Tel 466-5004　Fax 465-3794

国　保

年　金

はり、きゅう及びあん摩・マッサージの
保険適用となる施術を受ける際の注意点

国民年金保険料の免除申請は
お済みですか？

①施術所で施術を受けた時は、必ず領収証を受け
　取り大切に保管しましょう。
※交付された領収証は失くさずに保管してくださ

い。また、必要であれば、施術所の窓口で負担
した分の一部負担金明細書を発行してもらうこ
ともできます。

　保険料が納め忘れの状態で、万一、障害や死亡と
いった不慮の事態が発生すると、障害基礎年金や
遺族基礎年金が受けられなくなる場合があります。
　経済的な理由等で国民年金保険料を納付するこ
とが困難な場合には、前年の所得状況により保険
料の納付が免除・猶予となる「保険料免除制度」
や「納付猶予制度(50歳未満)」がありますので、
住民課で手続きをしてください。
※平成28年7月から納付猶予制度の対象者が30歳
　未満から50歳未満へと拡大されました。
　また、2年1ヵ月前の月分まで遡及して免除申請
をすることができます。失業等により保険料を納
付することが経済的に困難になったものの、申請
を忘れていたために未納期間を有している方等
は、住民課または年金事務所へご相談ください。

問　住民課　Tel 466-5004　Fax 465-3794

　　貝塚年金事務所　

　　Tel 431-1122　Fax 431-3038

※受領委任登録施術所では、毎月、支給申請書の
写し又は一部負担金明細書が交付されますの
で、領収証とともに保管しましょう。

②療養費の支給申請書に押印する際は、施術を受
けた日付や施術内容・金額を確認のうえ押印し
ましょう。

③はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術を
受け療養費を申請する場合は、文書による医師
の同意が必要です。初めて施術を受ける方や、
同意期間を超えて施術を受ける方は、必ず医療

機関を受診し同意書の交付を受けてください。

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～　　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

消費税及び地方消費税の中間申告

税

　個人事業者の方で、令和3年分の確定消費税額

（地方消費税額は含まず。）が48万円を超える

方は、消費税及び地方消費税の中間申告と納付

が必要です。中間申告の方法は、「前年実績に

よる中間申告」と「仮決算に基づく中間申告」

の2つの方法があります。

　詳しくは国税庁のホームページ

をご覧ください。

問　泉佐野税務署　Tel 462-3471

記念樹秋植えの申請期限が迫っています！

記念樹がきれいに咲きました！

　町内の緑化推進の一環として、さまざまな記
念日(出生や小中学校入学、20歳記念日、還暦、
結婚等)を祝し、記念樹となる苗木をプレゼント
しています。
　令和4年度秋植えの締め切りは8月22日までと
なっています。
　詳しくは田尻町のホームページをご覧いただ
くかお問合せください。

問　都市みどり課

　　Tel 466-5006　Fax 466-5025

　吉見ノ里駅のラッピングポストのデザインの

投票が6月13日に終了しました。投票数は894票

でした。皆様ご協力ありがとうございました。

　投票の結果、上記のデザインが、得票数１位

となりましたので、デザイン案として採用され

ました。なお、ラッピングされた郵便ポストの

使用開始は12月頃を予定しています。

問　都市みどり課

　　Tel 466-5006　

　　Fax 466-5025

生活・環境

「吉見ノ里駅の郵便ポストのデザイン」
投票結果発表！！

　記念樹のオオデマリがきれいに咲きましたとの
ご報告をいただきました。
　毎年きれいなお花が咲いてくれることを願って
います。
　記念樹の生育状況について皆様方のご報告をお
待ちしています。

お盆期間中のごみ収集とし尿くみ取り

ごみ収集（家庭系・事業系）
　収集業務・一般搬入とも、平常どおり
し尿くみ取り
　8月11日（木）～15日（月）は、休ませていただき
ます。くみ取りは早めに済ませましょう。
※くみ取り時期がお盆休みと重なる場合は、事前に 
　田尻町許可業者（有限会社ハマノ Tel 466-8282）
　へご相談ください。
問　生活環境課　Tel 466-5005　Fax 465-3794

　

キレイなお花が
咲いて嬉しく
思います♪

問　都市みどり課
　　Tel 466-5006　
　　Fax 466-5025
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一貫校への取組を強化します！お知らせ

ウクライナ人道危機救援募金の
ご協力ありがとうございます

田尻町生涯学習推進計画策定の
ためのアンケートを実施します

その他

　田尻町ではウクライナの方々への人道支援のた

めに募金箱を設置しています。5月31日までの間

に、95,145円の募金をお寄せいただきました。皆

様のご協力に心から感謝申し上げます。募金箱は

9月30日（金）まで設置しておりますので、引き続

きご協力をお願いいたします。
　　　　　　　　　　　　 

問　福祉課　

　　Tel 466-8813　

　　Fax 466-8841

自宅待機の濃厚接触者を支援します
　新型コロナウイルス感染症陽性者の濃厚接触者

として自宅待機を行う方のうち、親戚や知人など

他の人から買い物等の支援を受けることができな

い方がいる世帯に対して、「濃厚接触者支援パッ

ク（１世帯につき１パック）」を希望世帯に無償

で提供します。

　詳しくは、田尻町ホームページをご覧くださ

い。

問　安全安心まちづくり推進局

　　Tel 466-5009　Fax 466-5025

　　

　田尻町では、「住民一人ひとりが生涯を通じて

主体的に学び、充実した人生をおくるとともに、

学習の成果を活かして地域に還元していけるよう

取り組むこと。また、だれもが生涯にわたって気

軽にスポーツ・レクリエーションを楽しむことが

できる環境づくりを進めていくこと。」を基本と

し、生涯学習の充実を図っているところですが、

生涯学習の推進を図っていくための方針を定めて

いる現在の田尻町生涯学習推進計画の計画期間を

終えることから、新たに同計画の策定を進めてい

ます。

　この計画の策定に当たり、8月に住民の皆さま

のご意見や考えをお聞きするため無作為に抽出し

た16歳以上1,000人の方を対象にアンケート調査票

を送付しますので、調査票が届きました皆さまに

はお手数をおかけしますが、アンケートにご協力

よろしくお願いします。

問　社会教育課　Tel 466－5029

今
月
の
お
知
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せ
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令和４年度就学義務猶予免除者等の
中学校卒業程度認定試験について

１　趣旨

　就学義務猶予免除者等の中学校卒業程度認定試験

は、病気などやむを得ない事由により、保護者が義

務教育諸学校に就学させる義務を猶予又は免除され

た子等について、中学校を卒業した者と同等以上の

学力があるかどうかを認定するために国が行う試験

であり、合格した者には高等学校の入学資格が与え

られるものです。

２　受験案内配付期間及び願書受付期間

　令和4年9月2日（金）まで

（願書受付は、令和４年９月２日の消印があるもの

は有効）

３　試験実施期日

　令和４年10月20日（木）

問　指導課　Tel466-5024 Fax466-5095
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一貫校への取組を強化します！お知らせ

令和4年度 大阪880万人訓練

子どもたちを見まもる
『ながら見まもり』を始めてみませんか？

安全・安心トピックス

訓練日時　9月2日（金）
　　　　　午後1時30分　訓練一斉開始
　　　　　午後1時33分頃　大津波警報発表
※訓練用の『緊急速報メール／エリアメール』が
　携帯電話など（対応機種のみ）に届きます。
〈注意事項等〉
　・緊急地震速報のブザー音ではありません。
　・マナーモードでも着信音が鳴ります。映画館

等では電源をOFFにするか、予め鳴動しない
よう設定してください。

　・大阪府からのメールに続いて、町からもメー
ルを送信します。

　※携帯電話の対応機種については、各携帯電話
会社にお問合せください。

　・訓練当日は、以下のメール、アプリからも訓
練内容を配信予定ですのでご活用ください。

　☞おおさか防災情報メール（登録者のみ）
　☞Yahoo!JAPAN「防災情報」アプリ（登録者のみ）
　☞NTTドコモ「地震防災訓練」アプリ（登録者のみ）
実施主体　　大阪880万人訓練実行委員会
日頃からの備え
　・背の高い家具などを留め具で固定し、家の中

に「安全空間」を作りましょう。
　・すぐに避難できるよう、非常持ち出し品を予

め準備しておきましょう。
　・食料品や飲料、ラジオ、懐中電灯などの電池

や消費期限も点検しましょう。
　・避難後に再会する場所をあらかじめ決めてお

きましょう。
問　大阪府　Tel 06(6941)0351（代表）
　　　　　    Tel 06(6910)8001
     （府民問合せセンター）
　   ホームページ

　　～日常のちょっとした行動で
　　　　　子どもたちの安全を守れます！～
　近隣市町では、昼夜問わず「声かけ事案」が発
生しており、本町でもいつ犯罪等が起こるか分か
りません。犯罪から子どもたちを守るためにも多
くの『目』が必要となりますが、見まもり活動の
担い手は、高齢化・後継者不足等により、減少傾
向にあります。
　そこで、ウォーキングや犬の散歩を行いながら
子どもたちを見まもる『ながら見まもり』を始め
てみませんか？

『ながら見まもり』って？
　買い物や通勤等で外出するときに、子どもたち
に目を向け、気にかけてもらう見まもり活動で
す。決められた人が決められた場所、時間で行う
必要はありません。目印として黄色の防犯ベスト
を着用するだけでも、不審者に対する抑止力とな
ります。

『ながら見まもり』のメリットって？
　・誰でもできる！
　　　防犯活動未経験の方でも気軽に行うことが

できます。
　・いつでもできる！
　　　生活リズムを変えずに、好きなタイミング

で行えます。
　・ついでにできる！
　　　日中働いて忙しい方でも参加できます。町

民総ぐるみで見まもり活動を行うことで、子
どもたちが安心して暮らせる町にしましょ
う！

問　安全安心まちづくり推進局
　　Tel 466-5009　Fax 466-5025

（https://www.pref.osaka.lg.jp/shobobosai/
                  trainig_top/）
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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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一貫校への取組を強化します！お知らせ

８月は「こども110番月間」

　地域の子どもは地域で守り、子どもたちが安心し

て暮らせる環境を確保するため、「こども110番」

運動を推進しています。

こども110番の家
　もしものときに、子どもたちが助けを求めること

ができるように、地域の協力家庭や店が目印となる

旗を掲げています。助けを求めてきた子どもの一時

保護と警察への通報等を行います。

　学校や家の近くの「こども110番の家」をさがし

てみましょう。

家庭や地域の皆さんで、子どもたちを守りましょ う！
　「一人で遊ばない」「知らない人についていかな

い」など、子どもたちに犯罪から自分の身を守る方

法を教えましょう。

　子どもの様子をうかがう、車から子どもに話しか

けるなどの不審者を見かけたら、子どもを守り、す

ぐに警察に通報しましょう。

※子どもたちが登下校や遊びで外出する際には、防

　犯ブザーやホイッスルを持たせ、しっかりと活用

　するように教えましょう。

 

【こども110番の家にご協力ください。】
　「こども110番の家」の協力家庭（商店・事業所

を含む）は、子どもが不審者から逃れるために駆け

込んできたときに安全を確保する場所となります。

　ご協力いただける方の新規受付、また、現在ご協

力いただいているご家庭の古くなった旗の交換を社

会教育課にて随時受け付けています。

　犯罪から子どもを守る

ため皆さまのご協力をお

願いします。

問　社会教育課

　　Tel 466-5029　

        Fax 466-5095

自転車を盗難から守りましょう

やめよう迷惑駐車 ！

　大阪で最も被害の多い犯罪は自転車の盗難で

す。令和3年中の大阪府内での自転車盗難の被害

件数は17,078件で、そのうち約半数は鍵をかけな

いで被害にあっています。

　大切な自転車を守るため、自転車から離れる時

は必ず鍵をかけましょう。

〇シリンダー錠や、ディンプル錠など開けられに

くく、防犯性能の高い鍵を取り付けましょう。

〇ワイヤー錠などで二重にロックしましょう。

〇防犯登録をしておくと、万が一の盗難に遭った

時の早期発見に役立ちます。

〇自転車防犯登録は法律上の義務です。（自転車

の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総

合的推進に関する法律）

　自転車防犯登録は自転車盗難の予防

　に役立ちます。

問　大阪府自転車商防犯協力会

　　Tel  06-6629-0750　

　　URL：http://bouhankun.com/

（QRコードからアクセスできます。）

　路上駐車は、交通渋滞や交通事故の原因となるほ

か、緊急時における救急車、消防車など緊急車両の

通行の妨げとなります。迷惑駐車はやめましょう。

　

「車の通りが少ないから大丈夫だろう…」、「短時

間だから大丈夫だろう…」と考えて路上駐車した結

果、その駐車車両が人命に係わる重大な交通事故の

要因となります。

　　“交通事故のない町づくりに
　　　　　　　ご協力をお願いします。”

問　土木下水道課　Tel  466-5007　Fax 466-5025

　

！ ！

あ！危な
い！

防犯登録シール
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お知らせ

台風対策は万全ですか？

　昨年は12個の台風が日本に接近し、その内3個が上陸、全国各地で大雨による浸水
や土砂災害等の被害が発生しました。
　傾向として、台風が遠くにあるうちから強い雨が降り出し、長く降り続くことが多
く、台風が通過するときには一層激しい雨となり、大きな災害につながっています。
　強風による家屋への被害や、飛散物による人的被害も多く発生していますので、テ
レビやラジオ等による気象情報に注意し、自身の身を守る行動を取って下さい。
　また、日頃から防災のための対策を立てておき、被害を最小限にくい止めるよう心がけましょう。
《防災対策》
○屋根瓦などを点検し、雨どいや周辺の排水路などの清掃をしておきましょう。
○風で飛ばされそうな、物干し竿、プランターごみ箱などは固定するか収納しておきましょう。
○災害避難時に備えて懐中電灯、ラジオ、飲料水、医薬品など必要なものを、すぐ
　に持ち出せるように準備しておきましょう。　　　
○事前に避難場所を確認しておき、危険を感じたらすぐに避難しましょう。
　その際は、増水した河川など危険な場所には近づかないようにしましょう。

問　泉州南広域消防本部　警防部警備課　Tel 462-1080（直通）・469-0119（代表）　Fax 460-2119

泉州南消防組合職員採用試験
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試験会場　大阪公立大学りんくうキャンパス
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※「資源ごみやもえないごみ」が混ざっていませんか！？　生活環境課　Tel 466-5005　Fax 465-3794
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平和、生命、そして人権
　第二次世界大戦では、多くの人が生命や住むところを奪われ、街が破壊されました。そのため二度と戦争が
起こることのないよう、平和を維持し、国家の枠を超えて自由と人権を保障することを基本理念として国際連
合がつくられました。
　しかし、戦争や紛争は、今なお世界で繰り返され、多くの人の生命が奪われ続けています。ロシア連邦によ
るウクライナ侵攻もその一つです。最大の人権侵害である戦争をなくし、人権を守るため「平和」であること
が強く求められています。
　今日では、「平和」とは単に「戦争のない状態」を意味するのではなく、より積極的な概念ととらえ、社会
全体の中で「人がそれぞれ信じる幸福の形を追求（＝自己実現）するための環境が整えられている状態」だと
考えられています。
　わたしたちは、「平和のないところでは人権は守られない」「人権のないところには平和は存在しない」という
歴史の教訓を、未来の生命のためにしっかりと受け継ぎ、積極的に主張していかなければなりません。
生命の尊さがすべての根本
　人は一人で生きているわけではありません。集まりのなかで支え合い、他の人とともに地球という一つの場
所に生きています。そして、その根本に生命があります。それぞれの生命は、ただ一度だけの、繰り返すこと
のできない大切なものです。
　人だけでなく、動物や植物も生きています。地球上の生き物はすべて、もともと同じ一つの命から誕生しま
した。はるかな昔からの生命の流れに思いをめぐらし、生命の尊さを自覚することが大切です。
　21世紀を真に豊かな「人権の世紀・平和の世紀」とするためには、人権を「生命」という点からとらえ、生
命の尊さはすべて生きている仲間に共通して不可欠なものであることを認識することが必要です。

参考：大阪府発行『大阪府人権白書　ゆまにてなにわ36』

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

問

生命の尊さを知る

人権のひろば

　７月1日付で、新たに、人権擁護委員に委嘱さ
れました。
　　松　田　恵美子   氏
　　　　任期　令和４年７月1日から
　　　　　　　令和７年６月30日まで（３年）　
　人権擁護委員は、法務大臣から委嘱を受け、地
域の皆様からの人権に関する相談に応じたり、人
権の大切さを多くの方に知っていただき、考えて
いただくため、学校や街頭での啓発活動を行った
りするなど、人権擁護のために幅広い活動を行っ
ています。
　田尻町には、松田氏のほか、山本健治氏、堀後
洋子氏、蔵野哲男氏の３名の人権擁護委員の方々
がいらっしゃいます。毎月第４水曜日にはふれ愛
センターで定例相談を実施しておられますので、
お気軽にご来室ください。なお、新型コロナウイ
ルス感染症拡大防止に向けて電話・FAXでの相談
もお受けしております。企画人権課までご連絡く
ださい。

新たに人権擁護委員が委嘱されました

　法務省の人権擁護機関では、「子どもの人権 110番」
が設置され、子どもの人権問題の解決に取り組まれて
います。
　今年も「子どもの人権110番」強化週間が下記のとお
り実施されます。相談は無料で、秘密は厳守されま
す。なお、電話相談以外にも、通年インターネットや
ＬＩＮＥによる相談を受け付けています。
電話番号　０１２０－００７－１１０
　　　　　（子どもの人権１１０番）
Ｕ Ｒ Ｌ 　https://www.jinken.go.jp/kodomo
実施期間　8月26日(金)から9月1日(木)まで
受付時間　午前8時30分から午後7時まで
　　　　　ただし、8月27日（土）・8月28日（日）は午前
　　　　　10時から午後5時まで
相談内容　いじめ、不登校、体罰、児童虐待など
　　　　　子どもの人権問題
担当者　　人権擁護委員、法務局職員　
 問　大阪法務局人権擁護部　
　　Tel 06-6942-9492　Fax 06-6943-7406

全国一斉
「子どもの人権110番」強化週間

ぜろぜろななのひゃくとおばん
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　世界では今なお、戦争や紛争が繰り返され、
多くの大切な命が奪われています。
　私たち一人ひとりが戦争の恐ろしさをみつ
め、悲惨な戦争の経験を風化させることなく、
平和な世界を築いていくことを願ってパネル展
を開催します。ぜひ、ご覧ください。
日　程　8月2日（火）～15日（月）
　　　　展示時間は公民館の開館時間に準じま
　　　　す。
　　　　※ただし、8月3日（水）、10日（水）、
　　　　　 11日（木・祝）の休館日は除く。
場　所　公民館
テーマ　子どもたちの平和ポスター
　　　　（広島平和記念資料館）
　　　　がれきの街の子どもたち
　　　　～パレスチナ・ガザからの報告～
　　　　（（公財）毎日新聞大阪社会事業団）
　　　　平和を願う　わたしからのメッセージ
　　　　　平和について思うこと、感じること、
　　　　願うことをメッセージボードに書きま
　　　　しょう。
主　催　田尻町人権協会・田尻町

問　田尻町人権協会事務局（企画人権課内）
　　Tel  466-5019　Fax 466-8725

平和について考えるパネル展平和について考える講演会  「10歳の戦災孤児」

よし     だ     はえ     こ

講師からのメッセージ
　第二の私のような子ど
もをつくらないために、
お話をさせていただきた
いと思います。
　　

田尻町人権協会　総会・学習会が開催されました
　6月24日（金）たじりふれ愛センターで「田尻町人権協会　令

和4年度総会・学習会」が開催されました。新型コロナウイルス

感染症の拡大防止のため、書面審議が続き、3年ぶりに皆さまに

お集まりいただくことができました。

　議事では令和3年度の事業報告、決算報告、会計監査報告があ

り、その後、令和４年度の予算案、事業計画案、役員案が提案

され、それぞれ承認され

ました。

　「ハンセン病問題につ

いて考える」と題した学習会では、ハンセン病回復者支援センター

加藤さんからのメッセージの紹介とＤＶＤ『地域で生きる』を上映

しました。学習会には、地域で活躍する様々な団体の方、事業所の

方、じんけんサポータ―の皆さまなど多くの方ご参加いただき、共

に学ぶ機会となりました。学習会

総会

　1945（昭和20）年3月の大阪大空襲から76年。当時、大阪
市で暮らしていた両親と２人の姉、6歳の弟、同居してい
た叔父一家ら9人全員を大阪大空襲で亡くした吉田栄子さ
ん。長く田尻町にお住まいで、これまでも学校の子どもた
ちをはじめ、多くの方にご自分の体験を話してこられまし
た。吉田さんの思いにふれ、戦争をいまに生きる人々に伝
え、平和を未来につなぐため、本講演
会を開催いたします。ぜひご参加くだ
さい。
日　時　8月9日（火）
　　　　午前10時～11時30分
場　所　公民館　1階ホール
講　師　吉田栄子さん
　　　　（全国空襲連・大阪　大阪
　　　　　空襲訴訟を伝える会）

定　員　50名

・新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、検温・手指
　消毒・マスクの着用にご協力ください。
・37.5℃以上の体温がある方は参加をご遠慮ください。
・新型コロナウイルス感染症の感染状況等によってやむを
　得ず中止又は変更することがあります。あらかじめご了
　承ください。
主　催　田尻町人権協会・田尻町

問　田尻町人権協会事務局(企画人権課内)
　　Tel  466-5019　Fax 466-8725
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「置き配」でのトラブルに注意！

事例
　ネット通販でＣＤを注文した。置き配を希望
したつもりではないが、玄関前に置かれたよう
で、配達された写真をサイトで確認した。しか
し、数時間放置されていたため盗まれたよう
で、商品を受け取っていない。

ひとことアドバイス
　玄関先などの指定した場所に置くことで配達
を完了する置き配は、誤配、盗難などのリスク
もあります。メリットとデメリットを理解して
利用しましょう。
　ネット通販で商品を注文する際に、初期設定

が置き配になっている場合あります。意図せず
置き配を選択していないか、注文前に確認しま
しょう。
　置き配を利用する場合は、注文前に利用規約
をよく読み、誤配、盗難などのリスクを確認
し、トラブルの際の補償、連絡先を把握してお
きましょう。
　宅配業者からの配達完了通知などで到着を確
認したら、早めに引き取りましょう。
　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

～熱中症は予防が大切です～
　熱中症は気温などの環境条件だけではなく、人
間の体調や暑さに対する慣れなどが影響して起こ
ります。

●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

●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）

相談スペース　ほっ…と。便り№47

熱中症に気をつけましょう！！
　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
　６．空調設備を利用する。

参考：環境省　熱中症予防情報サイト
https://www.wbgt.env.go.jp/

●ウォーキング・運動等を行うときは
　・涼しい時間帯を選びましょう
　・状況に応じて休憩をとり、水分補給を行いま
　　しょう。
　・個人の体調を考慮し、無理には行わないよう
　　にしましょう。
　・服装に気をつけましょう。
　・暑さに徐々に慣れましょう。

問　健康課　Tel 466-8811　Fax 466-8841

ふれ愛センターや
公民館で「クールシェア」

しよう！
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　昨年、大阪府内で発生した食中毒発生件数第１
位はカンピロバクターを原因とするものです。
　流通している生の鶏肉の60％以上が、この菌で
汚染されているとの報告もあります。食中毒を防
ぐには、肉の中心までしっかり加熱しなければな
りません。
　鶏肉は「生で食べたら　あカン！ピロバク
ター」を守り、安全に、美味しく食べましょう！

問　大阪府泉佐野保健所生活衛生室衛生課
　　Tel 464-9688

ひとり親家庭等のための就業支援講習会
受講生募集

鶏肉は生で
食べたら  あカン！ピロバクター

　令和４年12月31日期限の特定医療費(指定難病)
受給者証をお持ちの方で、令和５年１月１日以降
も継続して医療費の助成を希望される方は、有効
期間内に更新申請が必要です。
　詳しくは、更新の対象となる方にお送りしまし
た「更新申請のご案内」をご確認ください。

問　大阪府泉佐野保健所　地域保健課　難病担当
　　Tel 462-7703　Fax 462-5426

特定医療費(指定難病)受給者証の
更新申請をお忘れなく！

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　25名（応募者多数の場合は抽選）
申込締切　9月23日（金）
受講期間　10月23日（日）～12月18日（日）
教 材 費　7,000円
会　　場　高槻市立総合市民交流センター
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

対象者　府内に在住する被爆二世で受診を希望さ 
　　　　れる方。
申込み　9月1日（木）から10月31日（月）の期間に最

寄りの保健所（田尻町にお住まいの方は
泉佐野保健所）で受付（実父母どちらか
の被爆者健康手帳の番号が必要。

実施日と健診場所
　申し込みをされた後、本人に直接通知（受診日
時の指定はできません。）
費　用　無料

問　大阪府　健康医療部　保健医療室
　　地域保健課　疫病対策・援護グループ
　　Tel 06-6944-9172（直通）

事一 般 記

被爆二世健康診断



22
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で、配達された写真をサイトで確認した。しか
し、数時間放置されていたため盗まれたよう
で、商品を受け取っていない。

ひとことアドバイス
　玄関先などの指定した場所に置くことで配達
を完了する置き配は、誤配、盗難などのリスク
もあります。メリットとデメリットを理解して
利用しましょう。
　ネット通販で商品を注文する際に、初期設定

が置き配になっている場合あります。意図せず
置き配を選択していないか、注文前に確認しま
しょう。
　置き配を利用する場合は、注文前に利用規約
をよく読み、誤配、盗難などのリスクを確認
し、トラブルの際の補償、連絡先を把握してお
きましょう。
　宅配業者からの配達完了通知などで到着を確
認したら、早めに引き取りましょう。
　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

～熱中症は予防が大切です～
　熱中症は気温などの環境条件だけではなく、人
間の体調や暑さに対する慣れなどが影響して起こ
ります。

●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

●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）

相談スペース　ほっ…と。便り№47

熱中症に気をつけましょう！！
　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
　６．空調設備を利用する。

参考：環境省　熱中症予防情報サイト
https://www.wbgt.env.go.jp/

●ウォーキング・運動等を行うときは
　・涼しい時間帯を選びましょう
　・状況に応じて休憩をとり、水分補給を行いま
　　しょう。
　・個人の体調を考慮し、無理には行わないよう
　　にしましょう。
　・服装に気をつけましょう。
　・暑さに徐々に慣れましょう。

問　健康課　Tel 466-8811　Fax 466-8841

ふれ愛センターや
公民館で「クールシェア」

しよう！

23
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　流通している生の鶏肉の60％以上が、この菌で
汚染されているとの報告もあります。食中毒を防
ぐには、肉の中心までしっかり加熱しなければな
りません。
　鶏肉は「生で食べたら　あカン！ピロバク
ター」を守り、安全に、美味しく食べましょう！

問　大阪府泉佐野保健所生活衛生室衛生課
　　Tel 464-9688

ひとり親家庭等のための就業支援講習会
受講生募集

鶏肉は生で
食べたら  あカン！ピロバクター

　令和４年12月31日期限の特定医療費(指定難病)
受給者証をお持ちの方で、令和５年１月１日以降
も継続して医療費の助成を希望される方は、有効
期間内に更新申請が必要です。
　詳しくは、更新の対象となる方にお送りしまし
た「更新申請のご案内」をご確認ください。

問　大阪府泉佐野保健所　地域保健課　難病担当
　　Tel 462-7703　Fax 462-5426

特定医療費(指定難病)受給者証の
更新申請をお忘れなく！

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　25名（応募者多数の場合は抽選）
申込締切　9月23日（金）
受講期間　10月23日（日）～12月18日（日）
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広

　
　
　
　告

田尻町２教室で
お待ちしております！

吉見の里教室（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851-1-102

海上保安官募集

海上保安大学校
　将来の幹部職員を養成するコースです。

受験資格
（ア）　2022年4月1日において高等学校又は中

等教育学校を卒業した日の翌日から起算し
て2年を経過していない者及び2023年3月
までに高等学校又は中等教育学校を卒業す
る見込みの者

（イ）　高等専門学校の第3学年の課程を修了し
た者であって、2022年4月1日において当
該課程を修了した日の翌日から起算して２
年を経過していないもの等人事院が（ア）
に掲げる者と同等の資格があると認める者

受付期間　8月25日（木）～9月5日（月）
試験期日
　１次試験　10月29日（土）及び10月30日（日）

問　海上保安庁総務部教育訓練管理官付　
　　試験募集係　Tel 03-3580-0936

　広報7月号に掲載していました記事について誤りがありました。
　町民の皆様及び広告主の方々にご迷惑をおかけしましたことをお詫びするとともに、ここに訂正
させていただきます。
〈吉見の里教室名称〉（誤）吉見ノ里教室　      →　（正）吉見の里教室
〈嘉祥寺教室住所〉　（誤）嘉祥寺851-102　→　（正）嘉祥寺851-1-102　
　なお、正しい記事は以下のとおりです。

田尻町文化協会からのご案内
　田尻町文化協会では、作品展示会と芸術発表会
を次のとおり開催します。
　感染症対策を講じながら、規模を縮小して実施
することになりますが、皆さまのご来場をお待ち
しています。

作品展示会
　日時　9月3日（土）
　　　　午前９時～午後４時
　場所　公民館　１階大ホール
　内容　数種類に及ぶ多様な作品を出展します。
芸術発表会
　日時　9月4日（日）
　　　　午後0時30分開場　午後１時開演
　場所　公民館　１階大ホール
　内容　多彩なジャンルの音楽と幅広い演奏形態
　　　　に加え、楽しいダンス発表も行います。

問　田尻町文化協会　二澤
　　Tel 466-4147
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府営りんくう公園　「りんくうパークフェスタ」

大阪府立弥生文化博物館　催事案内

内　　容　３つの会場で密を避けた分散型イベントを開催
　　　　　会場①　総合休憩所で多肉植物寄せ植え（有料）
　　　　　会場②　第２駐車場横多目的広場で水てっぽうを作ろう（無料）
　　　　　会場③　管理事務所１階ふれあいコーナーでかぶとむしに触れよう（無料）
開催日時　8月7日（日）午前10時から午後4時まで
　　　　　多肉植物　　午前10時から午後3時
　　　　　水てっぽう　午後2時から4時
　　　　　かぶとむし　午前10時から午後4時
開催場所　総合休憩所３階　　　　　　　　　多肉植物寄せ植え
　　　　　第２駐車場横多目的広場　　　　　水てっぽうを作ろう
　　　　　管理事務所１階ふれあいコーナー　かぶとむしに触れよう
定　　員　多肉植物　　午前10時から／午前11時から／午後1時から／午後2時から　各時間10名
　　　　　水てっぽう　先着25名
　　　　　かぶとむし　1回あたり10分・15名　入替制
受付開始　イベント当日直接会場へお越しください
参 加 費　多肉植物：１回300円／水てっぽう：無料／かぶとむし：無料
　　　　　その他水てっぽう参加時は、濡れても良い服装でお越しください。
　　　　　かぶとむしは、手に取って自由に触れますが、持ち帰りはできません。
問　りんくう公園管理事務所　Tel 469-7717　Fax 469-7719　担当：清田（kiyota@osaka-park.or.jp）

関西国際空港でのSDGSへの取り組み
　関西エアポートは、よりよい世界の実現に向けてSDGs：Sustainable Development Goals（持続可
能な開発目標）の推進に取り組んでいます。世界が直面するさまざまな問題の解決のために、関西国
際空港で取り組んでいる取り組みの一部をご紹介します。他にも関西３空港では色々な取り組みを
行っていますので、ぜひウェブサイトで「関西エアポートSDGs」で検索してみてください。

夏季特別展「南関東の弥生文化」
期　　間　9月19日（月・祝）まで
入 館 料　一般650円／65歳以上・高大生450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/
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　シーサイドドームにおいて、硬式テニス教室を開催します。参加希望の方は、申込用紙にご記入
のうえお申し込みください。なお、参加希望者多数の場合は、抽選にて決定します。
主　　催　田尻町スポーツ協会
主　　管　田尻町硬式テニス連盟
後　　援　田尻町教育委員会
期　　間　10月～12月（1期　3か月）
開催日時　毎週水曜日（初級・初中級）午後7時～9時
　　　　　毎週金曜日（中級）　　　　午後7時～9時
会　　場　田尻町多目的グラウンド屋内グラウンド（田尻町シーサイドドーム）
内　　容　【初 級 者（Aクラス）】　基礎練習（ストローク、ボレー、サーブ練習）及び簡単な試合等
　　　　　【初中級者（Bクラス）】　基礎練習及び実践的な試合等
　　　　  【中 級 者（Cクラス）】　試合形式を含む実践的な練習等
対　　象　16歳から60歳位までで田尻町在住・在勤の方及び連盟が認める方
定　　員　各クラス8名程度（増減の可能性あり）
会　　費　3,500円／（1期）（ボール代、保険代含む）
募集期間　8月31日（水）～9月7日（水）午後7時まで
申 込 先　田尻町シーサイドドーム内　田尻町スポーツ協会ポストに投函
　　　　　（申込用紙は田尻シーサイドドーム入口右側にあります。）
申 込 日　9月11日（日）午後3時（会費をご持参ください。）
　　　　　田尻町シーサイドドーム
そ の 他　 申込多数の場合は、申込日に抽選しますので、時間厳守でお願いします。
　　　　　抽選には、必ず本人が出席してください。
　　　　　練習中のトラブル等は、加入保険のみの対応となりますのでご了承ください。
　　　　　田尻町硬式テニス連盟員及びコーチ経験者は、申込みをお断りします。
　　　　　テニス教室スタート時には、ボール等の準備をしていただきますので、遅れないように
　　　　　参加してください。
問　田尻町硬式テニス連盟　谷川　Mail: akiratect@festa.ocn.ne.jp

掲 示 板掲 示 板掲 示 板み
ん な

の

硬式テニス教室の開催

　｢盆踊り大会｣を次のとおり開催します。３年ぶりとなる今年は、感染症対策を講じて開催しま
す。皆さまのご参加ご協力をよろしくお願いします。
盆踊り大会
　日　時　8月6日（土）午後６時～10時
　場　所　田尻交流広場（芝生広場）を予定
　備　考　雨天中止時は、8月7日（日）午後6時～10時を予備日として開催します。
　　　　　なお、雨天中止・順延等については、下記お問合せ先までお願いします。
　　　　　車での来場はご遠慮ください。
　主　催　田尻町青年団　共　催　田尻町地区連合会　協　力　田尻町各種団体

問　田尻町青年団　Tel 080-3779-8433（十亀)

納涼盆踊り大会のお知らせ
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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
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▼

▼
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ます。
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　ぜひお気軽にご来室ください。　　　　　　　　　　　　

▼
相談スペース ほっ…と。入口

入口

入口

あなたの安心を応援します！生活なんでも 人権相談・お仕事サポート 就労相談・暮らしのなかの 消費生活相談

女性のための相談
【要予約】

8/19㈮午後3時締切

8月24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）

8月25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



　6月号に続き、田尻町で活躍・活動していただ
いている皆さまを紹介していきます。第2弾は長
年、見まもり隊で活動していただいている原明
美さんの紹介です。

活 動のきっかけは？
　13年ぐらい前に、もともと個人的に見まもり
を行っていたところ、役場で見まもり隊の募集
を見つけたため応募しました。

や りがいは？
　子どもたちが笑顔で挨拶を返してくれる。そ
んな子どもたちから見まもりを通じて、元気を
もらっています。今まで元気にやってこられた
のも子どもたちのおかげです。
　約13年間活動してきて、見まもりに行けな
かったのは1回だけで、他はずっと続けていま
す。そんな甲斐あっ
てか、何度か子ども
たちや学校からお手
紙や感謝状をもらっ
たことがあり、とて
もうれしく活動の励
みになっています。

子どもたちからもらった手紙は今でも大切に保
管していて、財布の中にお守りのように入れてい
ます。
　子どもたちから元気をもらっているので「し
ている」というより「させてもらっている」と
いう気持ちで活動しています。
　昔は小さかった子どもたちも今では成人式を
終え、立派な大人になっています。今思うとな
つかしいです。

田 尻町について
　住みやすいまちだと思います。町民同士の距
離が近く、みんな仲良くつながりが強いので地
域密着型のまちだと思います。

今 後の目標は？
　これからも健康管理にしっかりと気をつけな
がら見まもりをさせていただきたいです。

28

子どもたちから元気をもらっているから続けられる！ 子どもたちから元気をもらっているから続けられる！ 

繋 あなたもまちづくりの主役にあなたもまちづくりの主役に

子どもからもらった手紙

見守り隊の登録先・登録方法などについては
安全安心まちづくり推進局までお問い合わせ
ください。
問　安全安心まちづくり推進局　
Tel466-5009　Fax466-5025

日頃から見まもり
隊にご協力いただ
きありがとうござ
います。
今後も引き続き、
活動を行っていた
だき、ともに田尻
町の安全を見ま
もっていきましょ
う！

見まもり隊

原明美さんを紹
介！

29

ワイドアングルワイドアングルワイドアングル

　Daigasグループ“小さな灯”運動様より、たじり
エンゼルに玩具をご寄贈いただきました。
　このご芳志に対し田尻町から感謝状を贈呈させ
ていただきました。

　令和4年6月30日をもって人権擁護委員として
の任期を満了された豊田三枝子氏に対し、田尻町
長から感謝状を贈呈いたしました。
　豊田氏は４期13年にわたり人権擁護委員とし
ての職責を全
うされ、人権
相談や人権啓
発活動などに
熱心に取り組
まれるなど、
人権擁護活動
にご尽力くだ
さいました。

　問　企画人権課　Tel 466-5019　Fax 466-8725

　一般社団法人国際文教慈善基金会　代表理事　
田畑素子様（京都市）から消毒液240本（68.4
ℓ）をご寄附いただきました。
　代理で来られた真佛宗世界華光功徳会　日本分
会長　住吉雷藏寺  住職  釋蓮花靜香上師より、新
型コロナウイルス感染症対策支援のために役立て
てくださいとのことでした。
　ご寄附いただいた消毒液は、田尻町で新型コロ

ナ感染症拡大防止対策
のため有効に活用させ
ていただきます。
　誠にありがとうござ
いました。

感謝状を贈呈

新型コロナウイルス感染症対策に
かかるご寄附

　田尻町立小学校
の皆さんから「た
じり子どもの安全
見まもり隊」に感
謝の手紙が届きま
した。
　登下校時に交差
点等でいつも見ま
もってくれている
ことへのお礼や可
愛い見まもり隊の
絵が描かれていま
した。一生懸命書いてくださりありがとうござい
ます。見まもり隊の皆さんには、事務局からお渡
しさせていただきました。今後も田尻の小学生が
安全に登下校できるよう見まもり活動にご協力を
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　FAX466-5025

田尻町立小学校から感謝の
手紙を受け取りました

Daigasグループ“小さな灯”運動
たじりエンゼルに玩具のご寄贈
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町民税・府民税（第2期分）の納期限は8月３1日（水）です町民税・府民税（第2期分）の納期限は8月３1日（水）です

日

7 8 9 10 11 12 13

14 15 17 18 19 20

21 23 24 25 26 27

28 29 30 31 1 2 3

月 火 水 木 金 土

〈公民館休館日〉
〈公民館休館日〉
〈ふれ愛センター
　　　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  5か月児健康診査
　（P.12）
　  時間は個別通知

田尻町　令和4年    8月  行事カレンダー

7月 8月

22

31 21 543 6

16

※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）
　　

ふ  ヘルス・栄養相談
　（P.12）
    午後１時30分～

ふ 認知症カフェ
　 午後1時30分～相 女性のための相談

  （P.25）
    午前10時～

議会

9月

た 健活プラス（P.12）
   午前10時～

た 健活ウォーキン
　 グ教室（P.12）
    午前10時～
た 健康カフェ
   （P.12）
     午前11時～

山の日

公 おはなし会
   （P.9）
　 午前11時～

た なごみの里カフェ
　 午後1時～
　 吉見集会所

公  講座「キッズ英
　 会話」（P.9）
　  午後7時～

公   講座「いろいろな
     お絵かきをしよう」
　  午前9時30分～
　  午後2時～

公  平和について考え 
     る講演会（P.19）
　  午前10時～

平和について考えるパネル展平和について考えるパネル展

戦没者・戦災死者を追悼し平和を祈念
する献花（P.12）（8／7～8／9）
戦没者・戦災死者を追悼し平和を祈念
する献花（P.12）（8／7～8／9）

歴史館リニューアルオープン記念展示


