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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
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8月1日現在（　）前月比

世帯数　4,012世帯（ ▲ 144）
総人口　8,433人（ ▲ 110）   
　男 　   4,173人（ ▲ 93）   
　女        4,260人（ ▲ 17）
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２６　　人権のひろば
２８　　一般記事
２９　　広報8月号訂正記事
３０　　無料相談
３１　　ワイドアングル
３２　　行事カレンダー

　田尻町は、令和5年5月3日に町制施行70周年を迎えます。田尻町では、この節目の年にあたる令和5年度に記念
事業を実施します。
　あらためて先人たちの功績と努力に感謝すると共に、将来の明るいまちづくりのため、このまちへの愛着を深
め、これからのたじりを考える機会にしたいと考えています。
　記念事業の企画や準備を進めるため、ワークショップ方式を取り入れた実行委員会を定期的に開催します。
　第1回は、４班に分かれて、町制施行70周年記念ロゴマークとキャッチフレーズについて話し合いました。

第1回実行委員会ワークショップの様子

第１回
7／26 第１回、町制施行70周年記念事業実行委員会を開催しました。

ロゴマークとキャッチフレーズに
　込められた想いは、
　　　　町ホームページに掲載中！
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70周年記念誌「町勢要覧」に掲載する
３世代家族の写真を募集します！

70周年記念誌「町勢要覧」に掲載する
３世代家族の写真を募集します！

たじりっちプレミアム振興券を追加で販売！たじりっちプレミアム振興券を追加で販売！

　プレミアム振興券事業は、コロナ禍における町民への支援策として、7月から年末まで実施しているとこ

ろですが、今般の食料費や光熱費をはじめ、生活に必要な様々な値段が上昇している実情に鑑み、更な

る住民生活の支援と町内店舗での消費を推進するため、追加でプレミアム振興券を販売することになり

ました。皆さまにはプレミアム振興券をぜひ追加でご購入いただき、生活の一助としてご利用ください。

　なお、全町民の皆さまに、ご購入に必要なクーポンを９月下旬に郵送します。詳細は、同封の案内文

書をご確認ください。

　登録店舗の追加は、産業振興課で随時受け付けています。詳しくは下記までお問い合わせください。

問　産業振興課　 Tel 466-5008　Fax 466-5025　

プレミアム振興券
5,000円で10,000円分のプレミアム振興券を1人1セット購入できます。

（令和4年8月1日現在に町内在住の方が対象）

販売期間　10月1日（土）～10月31日（月）

販売場所　田尻郵便局　午前9時～午後5時（土・日・祝日を除く）

　　　　　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）

使用期限　12月31日（土）まで

　町制施行70周年を記念して、「町勢要覧」を作成しています。

「町勢要覧」では、3世代家族の写真を掲載する予定です。写真の撮影、掲載に協力していただけるご家

族を募集します。皆さまご応募ください。

対　　象　親・子・孫の3世代が田尻町にお住いの家族

　　　　　（同居・別居は問いません）

応募締切　9月16日（金）

　　　　　※応募者多数の場合は、紙面の関係で掲載できない場合

　　　　　　がありますのでご了承ください。

応募方法　電話、FAXまたは町ホームページの応募フォームで応募

申込・問　企画人権課　Tel 466-5019　Fax 466-8725

～物価高騰等による住民生活と町内店舗の支援策～～物価高騰等による住民生活と町内店舗の支援策～
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　ふれ愛健診と自分発見祭を同時開催します！

健（検）診日程　10月5日（水）・6日（木）・7日（金）・9日（日）
　　　　　　　　※詳しい健（検）診項目は広報8月号をご覧ください。
健診結果説明会　11月8日（火）・9日（水）・13日（日）
時　　　　　間　いずれも午前9時15分～正午
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・祝日を除く）
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、特定健診を申し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。
※10月9日（日）は、町祭礼日となるため駐車場の混雑が予想されます。ご来場の際は、徒歩か自転車　　
　をご利用ください。

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、お申し込みください！

　　 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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　～令和4年度 生活習慣病予防講座～

たじり健康ポイント対象事業

講座1回目　運動編
日　　時
定　　員

内　　容

持 ち 物

場　　所

講　　師

申込締切
9月12日（月）午後1時30分～3時30分

上靴、タオル、水分、動きやすい服装

からだと一緒に脳トレ！音楽に合わせて楽しく筋トレ！
●  頭を使ったステップ（コグニサイズ）
●  筋トレ×ダンスで楽しく筋力アップ
●  握力・バランスチェック

15名

ふれ愛センター3階軽体育室

9月9日（金）

健康運動指導士　松下 裕子先生

膝や腰に不安の
ある方、初めての
方にもオススメ！

講座2回目　栄養編
日　　時
定　　員

内　　容

場　　所
申込締切

9月14日（水）午後1時30分～3時

コロナの今こそ、病気に負けない食生活を！！
●  咀嚼ガムで「噛む力」を判定
●  はかりを使った楽しいワークショップ
●  知って得する食事のお話

15名

ふれ愛センター1階検査室

9月12日（月）

簡単健康スイーツ
の試食あり！

～若いから自分はまだがんにならない？～～若いから自分はまだがんにならない？～
　日本人の2人に1人は生涯にがんを発症する
といわれています。でも、がんは若い人には関
係ないと思っていませんか？実は、女性は若い
世代でがんになる方が多いのです。今回は、若
い世代に多い子宮頸がん・乳がんについてご紹
介します。

　しかし、乳がん・子宮がんはともに早期発見
できれば高い確率で完治できるといわれていま
す。自分のためにがん検診を習慣にしてみませ
んか？

●田尻町では下記の対象者に無料クーポン券を
　発送しています。
（4月末以降に本町へ転入され、お手元にない
方は健康課までご連絡ください。）
≪無料クーポン券の対象者(女性)≫

子宮頸がん
　原　　因：ヒトパピローマウイルス（HPV）
　　　　　　の持続的な感染により発症
　　　　　　・HPVは主に性交渉によって感染

　　　　　　し、性交渉経験がある50％以上
　　　　　　の女性が生涯で一度は感染する

　　　　　　　といわれている
　好発年齢：20～40代にかけて発症率が上昇
　　　　　　し、30代前半に一番多い

乳がん
　原　　因：はっきりとした原因は分かってい
　　　　　　ないが、女性の社会進出に伴う晩
　　　　　　婚化などで乳腺がエストロゲン　
　　　　　　（女性ホルモン）にさらされている
　　　　　　時間が長くなったことが要因と考
　　　　　　えられている
　好発年齢：40歳以降に急増し、40代後半に
　　　　　　一番多い

子宮頸がん
平成13年4月2日生～
平成14年4月1日生

乳　が　ん
昭和56年4月2日生～
昭和57年4月1日生

※有効期限は、令和5年3月31日です。

●また無料クーポン券がない方も、下記料金
　で2年に1度受診できます。
　子宮頸がん：500円、乳がん：1000円
　（※減免制度あり）

問　健康課　Tel 466-8811　Fax 466-8841

皆さんも、周りの方に
がん検診を勧めてみませんか？

健 康 応 援 講 座
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　下表の医療機関でがん検診を受診できます。直接医療機関にお申し込みください。（検診費用は集団
健診と同様です。）

対象者　年度末で40歳以上の田尻町住民　
費　用　無料

大腸がん

近隣指定医療機関

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

みのにしわかこJOYクリニック

479-5300

490-3700

465-3471

466-2433

連絡先

対象者　年度末で40歳以上の田尻町住民の女性
　　　　で令和3年度に受診していない方
費　用　1000円

＊検診は、年度内（令和4年4月～令和5年3月）
　に1度のみ受診可能。（子宮・乳がん・胃がん
　（胃カメラ）は2年に1度のみ）

＊費用の減免対象者は、無料で受診可能。
【減免対象者】
　①検診当日70歳以上の方、②住民税非課税世
　帯の方、③生活保護受給者（②③の方は事前
　の申請必要。）

乳がん

近隣指定医療機関

谷口病院

中野クリニック

市立貝塚病院

新泉南病院

りんくう総合
医療センター

レオゲートタワー
レディースクリニック

463-5540

464-0021

469-3111

460-2800

438-5533

480-5622

連絡先

対象者　年度末で50歳以上の田尻町住民で令和 
　　　　3年度に受診していない方
費　用　2000円

胃がん（胃カメラ）

近隣指定医療機関

みのにしわかこJOYクリニック
※直接来院にて予約受付
（来院歴のある方は電話予約可）

りんくう総合医療センター
※月・火・金の午前中に検診
　実施

466-2433

469-3111

連絡先

対象者　年度末で20歳以上の田尻町住民の女性
　　　　で令和3年度に受診していない方
費　用　500円

子宮頸がん

乳

●

●

●

●

●

●●

●●

●

子  

宮

ごみを出す時間は必ず守りましょう！清掃車が来る時間ではありません！

生活環境課 　Tel 466-5005　Fax 465-3794
可燃ごみ、カン・ビン・ペットは午前８時まで、廃プラ、新聞等は正午まで

～各医療機関でのがん検診お知らせ～～各医療機関でのがん検診お知らせ～～各医療機関でのがん検診お知らせ～
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まだお済みでない方は、早目にワクチン接種しましょう！まだお済みでない方は、早目にワクチン接種しましょう！
・お知らせしている情報は8月17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。

現在、接種可能な新型コロナワクチン接種について

田尻町ワクチン接種コールセンターについて

※対象年齢は、接種日時点（誕生日の前日より可）です。

電話予約：0120-558-836       　　      WEB予約：QRコード
　　　　  【平日：午前9時～午後5時】

　※成人（12歳以上）１～3回目接種の方、60歳未満の4回目接種の方は、電話のみで予約可能です。　
　※小児（5～11歳）接種、60歳以上の4回目接種の方は、電話・WEBで予約可能です。

初回（1・2回目）接種　※最初は、2回の接種が必要。

　　　ワクチン

ファイザー社

モデルナ社

武田社（ノババックス）

1回目と2回目の接種間隔

3週間

4週間

3週間

12歳以上 すべての方に送付済み

対象年齢 接種券の発送

3回目接種　※初回（1・2回目）接種にしたワクチンの種類に関わらず接種可。

　　　ワクチン

ファイザー社

モデルナ社

武田社（ノババックス）

2回目以降の接種間隔

5か月以上

5か月以上

6か月以上

12歳以上

18歳以上

18歳以上

2回目完了後5か月を迎える
方へ送付

対象年齢 接種券の発送

小児接種　※2回の接種が必要

　  ワクチン 1回目と2回目の接種間隔
すべての方に送付済み
※5歳を迎える方にも送付
　しております。誕生日前
　日より接種可能です。

1回目接種時に
5～11歳

対象年齢 接種券の発送

4回目接種　※1～3回目接種にしたワクチンの種類に関わらず接種可。

    ワクチン

5か月以上

①60歳以上の方
②18歳以上で60歳未満の方でア～ウ
　のいずれかに該当する方
ア）基礎疾患等を有する方
イ）重症化リスクが高いと医師が認
　　めた方
ウ）医療従事者及び高齢者施設従事
　　者等

3回目完了後5か月を迎える
方へ送付
※18歳以上60歳未満の方で、
　現時点では接種対象でな
　い方へも送付しておりま
　す。接種可能な時期まで
　大切に保管ください。

対　象　者 接種券の発送
3回目以降
の接種間隔

モデルナ社

ファイザー社

3週間

8

小児ファイザー
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小児ファイザー

小児ワクチンのQ＆Aについて

新型コロナワクチン接種証明書について

9

Q.  
A. 

Q.  
A. 

Q.  
A. 

Q.  
A. 

なぜ、小児（5～11歳）の接種が必要なのですか。
小児の中等症や重症例の割合が少ないものの、オミクロン株の流行に伴い新規感染者が増加する
中で、重症に至る症例が増加傾向にあること、感染者全体に占める小児割合が増えていることが報
告されています。今後、様々な変異株が流行することも想定されるため、小児を対象にワクチン
接種を進めております。

小児（5～11歳）の接種にはどのような副反応がありますか。
12歳以上の方と同様、接種部位の痛みや倦怠感、頭痛、発熱、様々な症状が確認されています
が、ほとんどが軽度又は中度であり回復していること、現時点で得られている情報からは、安全
性に重大な懸念は認められていないと判断されています。

1回目の接種後、2回目の接種前に12歳の誕生日がきました。どうしたらいいでしょうか。
11歳以下と12歳以上では、接種するワクチンの種類も量も異なります。2回目も1回目と同じ5～
11歳用のワクチンを接種します。

接種した当日や翌日は学校を休んでも大丈夫でしょうか。
田尻町では、園児・児童・生徒がワクチン接種を受ける場合は、接種や往復の移動時間等の必要
な時間は、欠席とはなりません。また、ワクチン接種後に、副反応と考えられる発熱等の症状に
より出席できない場合も、欠席とはなりません。

　新型コロナワクチンの接種証明書をコンビニで取得できるようになりました。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。

①事前に準備いただく必要があるもの
　・マイナンバーカード　　
　　※マイナンバーカードを発行時に設定した4桁の暗証番号が必要
　・接種証明書発行料（120円）

②事前に確認いただく必要があること
　・コンビニ等で海外用の接種証明書を取得するためには、令和4年7月21日以降に自治体窓口かアプリ
　　で海外用の接種証明書を取得している必要があります。
　・以下の両方が接種証明書のコンビニ交付サービスに対応していることをご確認ください。
　　　１．申請先の（接種時に住民票のあった）市町村
　　　２．利用する予定のコンビニ等の店舗

③注意事項
　・詳しくは、厚生労働省WEBサイト「新型コロナウイルス予防接種証明書（接種証明書）について」
　　において、「利用できるコンビニエンスストア等店舗」を確認してください。
　・印刷不要の場合を除き、発行後の返金には対応できません。
　・コンビニ等の端末により、発行前にご自身で内容をご確認いただくことになりますので、適宜、接
　　種時に交付された接種済証など接種事実が確認できる書類等をお持ちいただくと、内容の確認をス
　　ムーズに行うことができます。

毎日、午前6時30分～午後11時　　マイナンバーカードがあればどなたでも可能



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

図書室  新着図書のご案内
　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、図書室でご覧ください。

【教養・小説】　
　いじめをやめられない大人たち／木原克直／ポプラ社
　紙の梟　～ハッシュリサエティ～／貫井徳郎／文藝春秋
　読書の森で寝転んで／葉室麟／文藝春秋
　
【絵本・児童書】　
　はじめての日本のれきしえほん／溝口イタル・山本博文／パイインターナショナル
　ひよこはにげます／五味太郎／福音館書店
　ともだち／くすのきしげのり・よしむらめぐ／小学館

　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。

10

（水曜・祝日休館）電話 466-0030　FAX 466-0853
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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。
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歩道がないところは右端を歩くことを学びま
した。２年生は、３年生以降に増えてくる自
転車事故防止のため、実際に自転車を使って
交通ルールの確認をしました。　　
　これからもルールをしっかり守り、自分の
身は自分で守ろうとする意識が高まりました。

　たじりエンゼルではわらべうたをよく歌い
ます。特に０歳児にとっては、「わらべう
た」は、はじめての「おはなし」です。子ど
もたちは大好きな先生が歌を歌ってくれるの
をじっと見つめて聞きます。回を重ねて心が
動くと、自然と拍を感じて体を揺らしたり、
語尾を言ったりするようになってきます。
歌ってくれる人に「注目する」ことが「人の
話を聞く」という土台になり、コミュニケー
ションのはじまりです。見ること、聞くこと
の「根っこ」を大切にしています。

問　指導課　Tel 466-5024　Fax 466-5095
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ご近所で見守り・支え合う、町づくりを・・・

 1  登　録
　 ①事前に登録します。（徘徊発生時も登録できます。）
　 ②登録希望者は田尻町徘徊高齢者等SOSネットワーク登録届に記入し
　　 たじりふれ愛センター福祉課に申請します。
　 ●   登録用紙は福祉課・消防署・地域包括支援センターで保管します。
 2  実際にいなくなったら
　 ①泉佐野警察署（Tel 464-1234）に連絡をしてください。
　 ②事前登録されていない方は福祉課で登録手続き
         をしてください。
　 ③事前登録されている方は右記連絡先のいずれか
　　 に捜索依頼の届出をします。
 3  ネットワークによる捜索
　 捜索お願いの一斉FAX　送信元   福祉課　⇒　協力機関
 4  発見・保護
　 ①徘徊高齢者と思われる方を発見・保護したら穏やかに声がけをしてください。
　 ②すみやかに泉佐野警察署（Tel 464-1234）へ連絡してください。
　 ③状況に応じ、水分補給等をお願いします。
　 ④警察署員が確認するまで、付き添いをお願いします。
　 ⑤発見後ご家族には連絡が入りますので、どなたかご
　　 自宅に待機してください。
 5  捜索終了
　 福祉課から協力機関に捜索解除の連絡（FAX）をし
ます。

問　福祉課　Tel 466-8813　Fax 466-8841

家族

警察
〈連絡先〉
　ふれ愛センター　福祉課（夜間・休日以外）
　泉州南広域消防本部（夜間・休日のみ）

発見 家族

協力機関

警察署

〈連絡先〉
　ふれ愛センター　福祉課
　泉州南広域消防本部
　田尻町地域包括支援センター花みずき

利用の流れ

　田尻町でも、一人暮らしや高齢者のみの世帯が多くなってきました。また、ご家族と一緒にお住いの
方でも、昼間はお一人になる方もいらっしゃいます。
　私たちが住み続ける田尻町は、「自分たちの町」として、皆さまで、「町づくり」を行っていく必要
があり、地域での見守り・支え合いが田尻町という町を作っていきます。ぜひ、皆さまの力で町づくり
を行いましょう。

　田尻町徘徊高齢者等SOSネットワークに登録しませんか？
　徘徊高齢者等SOSネットワークとは、大切な家族（高齢者）が行先不明や、家に帰れなくなったとき
に、速やかに発見・保護し、安全に家族等のもとに帰れるように、町内の関係機関・団体・事業所と地
域住民が協力して取り組むシステムです。

対 　 象 　 者　町内に住所があり、認知症により徘徊の恐れがある高齢者
田尻町の現状　現在、田尻町では22名の方が登録されています。
　　　　　　　事前登録していたことで、早期にご家族のもとに帰ることができたという事例もありま
　　　　　　　したので、なるべく事前に登録することをお勧めします。
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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 

9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

町内のボランティア紹介
　趣味や娯楽を活かしながら、ボランティア活動に参加する方法もあります。
　いっしょに活動しませんか？

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

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

サークル活動

男の脳トレ体操

 「カホン」という楽器の演奏を楽しむ会です。
　その他ボランティア活動として、今年は、社会
福祉協議会が実施した災害訓練にも参加しまし
た。

 笑いヨガは、笑いながら体を動かし、心も体も元
気になる健康体操です。
 時にはボランティア活動で、高齢者施設への慰問
をしています。

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

ハコネロス関西　
笑いヨガサロン
「わろーたりーな」

社会福祉協議会からのお知らせ
● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
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入所（園）可能な保育所等

　・田尻町立認定こども園たじりエンゼル（2・

　　3号認定）

　・他市町村の保育所、認定こども園（2・3号

　　認定）

　※幼稚園・認定こども園（１号認定）について

　　は10月号でお知らせします。

入所（園）の資格（①及び②を満たすこと） 

①本町に在住し、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

②保護者のいずれもが下記事由により、当該児童

　を保育することができないと認められる場合

その他 

・10月24日（月）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）。

・現在、保育所等に入所（園）されている方で、

令和５年度も利用継続を希望される方は、利用

中の保育所等より申込書を配布しますので、受

付期間内にこども課まで提出してください。

・令和5年3月31日までに本町に転入予定の方も

申し込みはしていただけます（入所決定は転入

確認後）。

・田尻町立認定こども園では、申込書配布期間内

での見学が可能です。ただし、希望者が多い場

合や、行事の都合、新型コロナウイルス感染拡

大防止等の理由で、見学ができないことがあり

ますので、ご了承ください。

田尻町立認定こども園入園説明会

　日時　９月10日（土）午前10時～11時

　場所　ふれ愛センター４階研修室

　対象　令和5年度に田尻町立認定こども園

　　　　（1・2・3号認定）への入園を検討して

　　　　いる保護者

問　入所（園）申請及び説明会に関すること

　　　こども課　Tel 466-5013　Fax 466-8841

　　田尻町立認定こども園見学に関すること

　　　田尻町立保育所　

　　　Tel 465-0079　Fax 465-3633

申込書の配布・受付

配布

9月12日（月）～〈土・日・祝日を除く〉
午前9時～午後5時
ホームページからもダウンロードがで
きます

受付

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
午後5時15分以降は、和歌山側入口か
ら入館ください。

こども課（ふれ愛センター内）場所

保育料

0～2歳児
所得に応じて決定（住民税非課
税世帯に属する方は無料）

3～5歳児
無料（延長保育料、教材費等の
実費負担あり）

就労

介護・看護

就学

妊娠・出産

災害復旧

児童虐待/DV

疾病・障害

求職活動

育児休業（※）

※育児休業取得時、既に保育所等を利用中かつ児童の
　発達上の理由で継続利用が必要な場合のみ。

令和５年度 保育所等入所（園）のご案内保育所等入所（園）のご案内保育所等入所（園）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★ ★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、栄養士相
談は午後のみ受付）
9月15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
9月30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「からだを動かしてあそぼう」）

対象

予約

内容
時間

日程
令和3年4月2日～令和4年9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

9月21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

ふれあいあそび・製作あそび・
絵本の読み聞かせ

いずれも午前10時～11時

ふれあいあそび・運動あそび・
絵本の読み聞かせ 子育てトーク　

★育児教室★「ぴよぴよ倶楽部」(定員各10組)

令和3年4月2日生～10月31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）

内容

予約
対象
時間

日程 9月13日（火）　 9月20日（火）　 9月27日（火）　

★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

予約

★イベント★（定員10組）
健康運動指導士による保護者のためのリフレッ
シュ体操
10月3日（月）午前10時～11時　
10組になり次第、締め切ります

内容

・当日は、預かり保育があります
・動きやすい服装で参加ください備考

日時

9月7日（水）・9月9日（金）のいずれか 9月14日（水）
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入所（園）可能な保育所等

　・田尻町立認定こども園たじりエンゼル（2・

　　3号認定）

　・他市町村の保育所、認定こども園（2・3号

　　認定）

　※幼稚園・認定こども園（１号認定）について

　　は10月号でお知らせします。

入所（園）の資格（①及び②を満たすこと） 

①本町に在住し、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

②保護者のいずれもが下記事由により、当該児童

　を保育することができないと認められる場合

その他 

・10月24日（月）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）。

・現在、保育所等に入所（園）されている方で、

令和５年度も利用継続を希望される方は、利用

中の保育所等より申込書を配布しますので、受

付期間内にこども課まで提出してください。

・令和5年3月31日までに本町に転入予定の方も

申し込みはしていただけます（入所決定は転入

確認後）。

・田尻町立認定こども園では、申込書配布期間内

での見学が可能です。ただし、希望者が多い場

合や、行事の都合、新型コロナウイルス感染拡

大防止等の理由で、見学ができないことがあり

ますので、ご了承ください。

田尻町立認定こども園入園説明会

　日時　９月10日（土）午前10時～11時

　場所　ふれ愛センター４階研修室

　対象　令和5年度に田尻町立認定こども園

　　　　（1・2・3号認定）への入園を検討して

　　　　いる保護者

問　入所（園）申請及び説明会に関すること

　　　こども課　Tel 466-5013　Fax 466-8841

　　田尻町立認定こども園見学に関すること

　　　田尻町立保育所　

　　　Tel 465-0079　Fax 465-3633

申込書の配布・受付

配布

9月12日（月）～〈土・日・祝日を除く〉
午前9時～午後5時
ホームページからもダウンロードがで
きます

受付

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
午後5時15分以降は、和歌山側入口か
ら入館ください。

こども課（ふれ愛センター内）場所

保育料

0～2歳児
所得に応じて決定（住民税非課
税世帯に属する方は無料）

3～5歳児
無料（延長保育料、教材費等の
実費負担あり）

就労

介護・看護

就学

妊娠・出産

災害復旧

児童虐待/DV

疾病・障害

求職活動

育児休業（※）

※育児休業取得時、既に保育所等を利用中かつ児童の
　発達上の理由で継続利用が必要な場合のみ。

令和５年度 保育所等入所（園）のご案内保育所等入所（園）のご案内保育所等入所（園）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★ ★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、栄養士相
談は午後のみ受付）
9月15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
9月30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「からだを動かしてあそぼう」）

対象

予約

内容
時間

日程
令和3年4月2日～令和4年9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

9月21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

ふれあいあそび・製作あそび・
絵本の読み聞かせ

いずれも午前10時～11時

ふれあいあそび・運動あそび・
絵本の読み聞かせ 子育てトーク　

★育児教室★「ぴよぴよ倶楽部」(定員各10組)

令和3年4月2日生～10月31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）

内容

予約
対象
時間

日程 9月13日（火）　 9月20日（火）　 9月27日（火）　

★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

予約

★イベント★（定員10組）
健康運動指導士による保護者のためのリフレッ
シュ体操
10月3日（月）午前10時～11時　
10組になり次第、締め切ります

内容

・当日は、預かり保育があります
・動きやすい服装で参加ください備考

日時

9月7日（水）・9月9日（金）のいずれか 9月14日（水）



～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

3 歳 6 か 月 児
健 康 診 査

田尻町在住の方

田尻町在住の方

ヘ ル ス 相 談
栄 養 相 談

療 育 相 談

  
健康・栄養に関するいろいろな相談

お子様の行動や発達面の相談を医師がお受
けします。

9月21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

9月9日（金)　午後1時30分～3時
ふれ愛センター　1階　相談受付

9月30日（金)　午後（予約制）

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）、尿検査、バスタオル　　　
持ち物：母子健康手帳・質問票、早朝尿

平成30年12月生・
平成31年1・2・3月生

健康運動指導士による運動教室！！

健活プラス

日　時　9月20日(火)　※9月1日より申し込み可　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　9月16日(金)　午前10時～11時30分（受付9時30分）　
受　付　シーサイドドーム入口前
場　所　公民館1階大ホール
持ち物　飲み物（水分補給）、タオル、室内履きの運動靴

健康カフェ

日　時　9月16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　梨ゼリー

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

※9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。

熱中症に気をつけましょう！！
～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

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
　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！

今
月
の
お
知
ら
せ

健

　
　康
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9月10日から16日は「自殺予防週間」

ラッコ倶楽部　〈妊婦教室〉

敬老会の中止について

　自殺で亡くなる人の数は、全国で年間約20,100

人となっており、大阪府でも約1,200人の方が亡

くなっています。さまざまな悩みを抱えている方

は、一人で悩まず、専門の相談機関にご相談くだ

さい。

　また、身近な方の悩みに気づいたら、温かく寄

り添いながら、専門家への相談をすすめ、じっく

り見守りましょう。
　

 こころの健康に不安を感じたら
　こころの健康相談統一ダイヤル
　【電話番号】0570-064-556

　【受付時間】9月1日（木）午前9時30分～

　　　　　　     9月30日（金）午後5時までは24時

　　　　　　　間体制で相談を受け付けます。

　※一部のIP電話等からは接続できません。

　こころの電話相談　

　【電話番号】06-6607-8814

　【受付日時】月・火・木・金（祝日を除く）

　　　　　　　午前9時30分～午後5時

　若者専用電話相談（わかぼちダイヤル）
　【電話番号】06-6607-8814

　【受付日時】水曜日（祝日を除く）

　　　　　　　午前9時30分～午後5時

　最寄りの大阪府の保健所の精神保健福祉相談
　【受付日時】平日／午前9時30分～午後5時45分 

　関西いのちの電話
　【電話番号】06-6309-1121（24時間、365日）
　

 大阪府こころのほっとライン-新型コロナ専用
　新型コロナウイルス感染症に関する不安やスト

レスなど、こころの健康に関する相談にLINE（文

字チャット）でお応えします。

　【受付日時】毎週　水・土・日曜日

　　　　　　　午後5時30分～午後10時30分

　　　　　　　（受付午後10時迄）　

　例年、敬老会の開催について、多くの皆様にご
参加いただき、ありがとうございます。
　また、長年にわたり、本町の発展のために尽力
されてこられました方々に心より敬意と感謝を申
し上げます。
　令和4年度の敬老会につきましては、9月10日

（土）に開催を予定しておりましたが、新型コロナウ
イルス感染症の収束が依然として見通せない状況
が続いていることから、参加される町民皆さまの
安全、健康を第一に考慮し、開催を中止させていた
だくことになりましたのでお知らせいたします。
開催を心待ちにされていた皆さまには大変申し訳
ございませんが、ご理解いただけますようお願い
いたします。

問　福祉課　Tel 466-8813　Fax 466-8841

日　時　9月28日（水）　午前9時50分～正午
内　容　≪子育て・食育編≫
　・赤ちゃんを知ろう！
　・母親・父親になるって！？～子育てに役立つ
　　関わり・生活のヒント～
　・親子ではじめる心のふれあい
　・妊娠期からの食育
　・試食おしゃべりタイム
講　師　健康課　保健師・管理栄養士
対　象　妊婦及びその配偶者や家族　
場　所　たじりふれ愛センター1階検査室
申　込　9月21日（水）まで　
問　健康課　Tel 466-8811　Fax 466-8841
      （きょうだい保育あり    お申し込みください）

福　祉

※10月以降の相談は大阪府のWebページでご確 

　認下さい
 

 相談窓口一覧
（大阪府こころの健康総合
　センターWebページ）

LINEアプリから
「友だち登録」をしてください

今
月
の
お
知
ら
せ

福

　
　祉

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

3 歳 6 か 月 児
健 康 診 査

田尻町在住の方

田尻町在住の方

ヘ ル ス 相 談
栄 養 相 談

療 育 相 談

  
健康・栄養に関するいろいろな相談

お子様の行動や発達面の相談を医師がお受
けします。

9月21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

9月9日（金)　午後1時30分～3時
ふれ愛センター　1階　相談受付

9月30日（金)　午後（予約制）

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）、尿検査、バスタオル　　　
持ち物：母子健康手帳・質問票、早朝尿

平成30年12月生・
平成31年1・2・3月生

健康運動指導士による運動教室！！

健活プラス

日　時　9月20日(火)　※9月1日より申し込み可　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　9月16日(金)　午前10時～11時30分（受付9時30分）　
受　付　シーサイドドーム入口前
場　所　公民館1階大ホール
持ち物　飲み物（水分補給）、タオル、室内履きの運動靴

健康カフェ

日　時　9月16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　梨ゼリー

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

※9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。

熱中症に気をつけましょう！！
～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

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
　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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月
の
お
知
ら
せ

健

　
　康

17

9月10日から16日は「自殺予防週間」

ラッコ倶楽部　〈妊婦教室〉

敬老会の中止について

　自殺で亡くなる人の数は、全国で年間約20,100

人となっており、大阪府でも約1,200人の方が亡

くなっています。さまざまな悩みを抱えている方

は、一人で悩まず、専門の相談機関にご相談くだ

さい。

　また、身近な方の悩みに気づいたら、温かく寄

り添いながら、専門家への相談をすすめ、じっく

り見守りましょう。
　

 こころの健康に不安を感じたら
　こころの健康相談統一ダイヤル
　【電話番号】0570-064-556

　【受付時間】9月1日（木）午前9時30分～

　　　　　　     9月30日（金）午後5時までは24時

　　　　　　　間体制で相談を受け付けます。

　※一部のIP電話等からは接続できません。

　こころの電話相談　

　【電話番号】06-6607-8814

　【受付日時】月・火・木・金（祝日を除く）

　　　　　　　午前9時30分～午後5時

　若者専用電話相談（わかぼちダイヤル）
　【電話番号】06-6607-8814

　【受付日時】水曜日（祝日を除く）

　　　　　　　午前9時30分～午後5時

　最寄りの大阪府の保健所の精神保健福祉相談
　【受付日時】平日／午前9時30分～午後5時45分 

　関西いのちの電話
　【電話番号】06-6309-1121（24時間、365日）
　

 大阪府こころのほっとライン-新型コロナ専用
　新型コロナウイルス感染症に関する不安やスト

レスなど、こころの健康に関する相談にLINE（文

字チャット）でお応えします。

　【受付日時】毎週　水・土・日曜日

　　　　　　　午後5時30分～午後10時30分

　　　　　　　（受付午後10時迄）　

　例年、敬老会の開催について、多くの皆様にご
参加いただき、ありがとうございます。
　また、長年にわたり、本町の発展のために尽力
されてこられました方々に心より敬意と感謝を申
し上げます。
　令和4年度の敬老会につきましては、9月10日

（土）に開催を予定しておりましたが、新型コロナウ
イルス感染症の収束が依然として見通せない状況
が続いていることから、参加される町民皆さまの
安全、健康を第一に考慮し、開催を中止させていた
だくことになりましたのでお知らせいたします。
開催を心待ちにされていた皆さまには大変申し訳
ございませんが、ご理解いただけますようお願い
いたします。

問　福祉課　Tel 466-8813　Fax 466-8841

日　時　9月28日（水）　午前9時50分～正午
内　容　≪子育て・食育編≫
　・赤ちゃんを知ろう！
　・母親・父親になるって！？～子育てに役立つ
　　関わり・生活のヒント～
　・親子ではじめる心のふれあい
　・妊娠期からの食育
　・試食おしゃべりタイム
講　師　健康課　保健師・管理栄養士
対　象　妊婦及びその配偶者や家族　
場　所　たじりふれ愛センター1階検査室
申　込　9月21日（水）まで　
問　健康課　Tel 466-8811　Fax 466-8841
      （きょうだい保育あり    お申し込みください）

福　祉

※10月以降の相談は大阪府のWebページでご確 

　認下さい
 

 相談窓口一覧
（大阪府こころの健康総合
　センターWebページ）

LINEアプリから
「友だち登録」をしてください
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一貫校への取組を強化します！お知らせ

　Net119緊急通報システムは、聴覚や言語機能
等に障害のある方など、音声による119番通報
が困難な方が、携帯電話やスマートフォンなど
のインターネットを使って、通報画面から簡単
なタッチ操作で119番通報ができます。
Net119で、できること
・インターネットが使用できる場所であれば、

旅先等でも日本全国で通報することができ、
GPS機能で位置情報を送信できます。 

・通報時には、画面からタッチ操作で定型文を
選択すれば簡単に通報ができ、チャット機能
で自由に文章を入れることにより詳細な通報
ができるようになっています。

・事前に登録した「自宅」や「よく行く外出
先」の住所を用いて通報することができます。

利用対象者は
・泉州南消防組合管内（泉佐野市、泉南市、阪南

市、熊取町、田尻町、岬町）に在住又は在勤・在
学の方で、文字情報等による意思疎通が可能
な聴覚、言語機能障害者等となります。
利用するには
・福祉課で事前に登録が必要です。
・インターネット、GPS機能のある携帯電話や

スマートフォン等が必要です。 
利用する費用について
・システムの利用は無料ですが、携帯電話やス

マートフォン等の通信料は利用者様のご負担
となります。
手話付き解説動画
　システムの紹介や登録方法・使い方等の動画
がご覧いただけます。（YouTubeへリンク）
※動画閲覧には別途通信料が
　発生します。

　　　　　　　　ＱＲコード

問　福祉課　Tel 466-8813　Fax 466-8841

Net119緊急通報システムについて 三枝会精神保健福祉講座

テーマ 「一般的精神疾患のABC」

　　　　心の病気をわかりやすく説明してくれま    

　　　　す。

日　時　10月1日（土）午後1時～

場　所　泉佐野市社会福祉センター

　　　　（※地図参照）

講　師　神足　正道先生

　　　　（こうたりクリニック院長）

定　員　30名程度

主　催　三枝会　家族会

申込先　三枝会家族会事務局

　　　　地域活動支援センター「ルリエ」

　　　　Tel 050-1559-0531

締　切　9月26日（月）

　　　　（コロナ感染拡大状況により中止または

　　　　　延期になることがあります。）

泉佐野市社会福祉センターの地図

みつ えだ かい

こう たり　　　まさ  みち

みつ  えだ  かい

旧カタナヤ
　　　　●

泉佐野駅方面

ダンバラ
公園

セレモ平安
　　　　●

日根野・犬鳴方面

　　　●
オークワ
D-2

泉佐野高架

　　　●
オークワ
D-2

　　　●
ダンバラ
火葬場

●ゆたか
　クリニック

楓こころの
ホスピタル
●

13号線（府道30号）

市役所前 泉佐野高架

第二阪和国道（国道26号線）

さと● ●きんぐ

●泉佐野
　消防署
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市役所
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●GS

熊取方面

1
7
0
号
線
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長
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センター

▲

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

あなたが創るきれいなまち
～粗大ごみなどの不法投棄禁止～　　生活環境課 　Tel 466-5005　Fax 465-3794

今
月
の
お
知
ら
せ

福

　
　祉



18

一貫校への取組を強化します！お知らせ

　Net119緊急通報システムは、聴覚や言語機能
等に障害のある方など、音声による119番通報
が困難な方が、携帯電話やスマートフォンなど
のインターネットを使って、通報画面から簡単
なタッチ操作で119番通報ができます。
Net119で、できること
・インターネットが使用できる場所であれば、

旅先等でも日本全国で通報することができ、
GPS機能で位置情報を送信できます。 

・通報時には、画面からタッチ操作で定型文を
選択すれば簡単に通報ができ、チャット機能
で自由に文章を入れることにより詳細な通報
ができるようになっています。

・事前に登録した「自宅」や「よく行く外出
先」の住所を用いて通報することができます。

利用対象者は
・泉州南消防組合管内（泉佐野市、泉南市、阪南

市、熊取町、田尻町、岬町）に在住又は在勤・在
学の方で、文字情報等による意思疎通が可能
な聴覚、言語機能障害者等となります。
利用するには
・福祉課で事前に登録が必要です。
・インターネット、GPS機能のある携帯電話や

スマートフォン等が必要です。 
利用する費用について
・システムの利用は無料ですが、携帯電話やス

マートフォン等の通信料は利用者様のご負担
となります。
手話付き解説動画
　システムの紹介や登録方法・使い方等の動画
がご覧いただけます。（YouTubeへリンク）
※動画閲覧には別途通信料が
　発生します。

　　　　　　　　ＱＲコード

問　福祉課　Tel 466-8813　Fax 466-8841

Net119緊急通報システムについて 三枝会精神保健福祉講座

テーマ 「一般的精神疾患のABC」

　　　　心の病気をわかりやすく説明してくれま    

　　　　す。

日　時　10月1日（土）午後1時～

場　所　泉佐野市社会福祉センター

　　　　（※地図参照）

講　師　神足　正道先生

　　　　（こうたりクリニック院長）

定　員　30名程度

主　催　三枝会　家族会

申込先　三枝会家族会事務局

　　　　地域活動支援センター「ルリエ」

　　　　Tel 050-1559-0531

締　切　9月26日（月）

　　　　（コロナ感染拡大状況により中止または

　　　　　延期になることがあります。）

泉佐野市社会福祉センターの地図

みつ えだ かい

こう たり　　　まさ  みち

みつ  えだ  かい

旧カタナヤ
　　　　●

泉佐野駅方面

ダンバラ
公園

セレモ平安
　　　　●

日根野・犬鳴方面

　　　●
オークワ
D-2

泉佐野高架

　　　●
オークワ
D-2

　　　●
ダンバラ
火葬場

●ゆたか
　クリニック

楓こころの
ホスピタル
●

13号線（府道30号）

市役所前 泉佐野高架

第二阪和国道（国道26号線）

さと● ●きんぐ

●泉佐野
　消防署

泉佐野●
市役所

山出
交差点

●GS

熊取方面

1
7
0
号
線

貝
田
方
面

長
滝
方
面

社会福祉
センター

▲

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

あなたが創るきれいなまち
～粗大ごみなどの不法投棄禁止～　　生活環境課 　Tel 466-5005　Fax 465-3794

今
月
の
お
知
ら
せ

福

　
　祉

19

一貫校への取組を強化します！お知らせ

住民・戸籍

転出届は、郵送による
お手続きが可能です

　田尻町から他市区町村へ転出される方は、郵送

によるお手続きが利用できます。ご自宅に「転出

証明書」を郵送いたします。

必要なもの

１. 申請書（田尻町のホームページからダウンロー

　  ドできます。）

２. 返信用封筒（定型の封筒にあて先を記入し、84

　  円切手を貼ったもの）

３. 申請者の本人確認書類のコピー（マイナンバー

　  カード、運転免許証、住民基本台帳カード等）

※申請書のダウンロードができない場合は、便箋

　等に下記の事項を記入してください。

１. 転出年月日

２. 転出者の新旧の住所、新旧の世帯主名、申請者 

　  本人を含む転出者全員の氏名、生年月日、続柄

３. 日中連絡の取れる電話番号

※有効なマイナンバーカード、住民基本台帳カー

ドをお持ちの方は、「転出証明書」がなくても

カードを利用した転入手続きが可能なため、返

信用封筒は不要です。

※転入届は、郵送での手続きができません。転入

日から14日以内に本人が新住所地の市区町村窓

口で手続きが必要になりますが、来庁できない

場合は、代理人でも手続きが可能です。ただ

し、委任状が必要になります。詳細は、転入先

の市区町村にお尋ねください。

問　住民課　Tel 466-5004　Fax 465-3794

２割負担になる方への事前申請のお願い
 

後期高齢者医療

　後期高齢者医療制度におきまして、２割負担と

なる方で高額療養費の口座が登録されていない方

20歳から国民年金

　国民年金は、老後の生活保障だけでなく、万が

一、病気やケガで障害が残ったときや、一家の働

き手が亡くなったときなど、あなたやあなたの家

族を守ってくれます。

　ただし、加入の届出や保険料の納め忘れがある

と年金が受けられないこともありますので、「あ

の時に…」と後悔する前に、国民年金に加入しま

しょう。

　加入手続きは、住民課窓口または貝塚年金事務

所へお尋ねください。（20歳前に就職して厚生年

金等に加入中の方は、加入手続きは不要です。）

　なお、学生の方や収入が少なく保険料の納付が

困難な方の場合は、「学生納付特例」や「納付猶

予制度」など保険料の支払いを猶予する制度があ

りますので、国民年金の加入の手続きと併せて申

請してください。

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

年　金

を対象に、令和４年９月下旬に大阪府後期高齢者

医療広域連合から事前に口座を登録するためのお

願いを郵送します。

　届きましたら、申請書に必要事項をご記入いた

だき、同封の返信用封筒にて返送してください。

　申請書を提出いただくことで、口座が登録され

ます。

　高額療養費の支給対象となった場合に、ご登録

いただいた口座へ自動的に払い戻されます。

問　住民課　Tel 466-5004　Fax 465-3794
　  （書類の送付について）
　　大阪府後期高齢者医療広域連合 給付課 　　
　　Tel 06-4790-2031
　  （制度について）
　　厚生労働省コールセンター　
        Tel 0120-002-719
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一貫校への取組を強化します！お知らせ

入院時の食費について

国　保

　入院したときは、診療費、薬代のほかに食費が
かかります。住民税非課税世帯に属する人は、申
請により標準負担額減額認定証の交付を受けるこ
とができます。認定証を医療機関等の窓口に提示
すると、入院時の食費が減額されます。

現役並み所得者
一般課税世帯
非課税世帯
低所得者Ⅱ
低所得者Ⅰ

460円　※1

210円　※2
160円　※3
100円

入院時の食事代

所得区分 食費（1食につき）

※1　指定難病患者は260円  
※2　90日までの入院（過去12ヶ月以内） 
※3　90日を超える入院（過去12ヶ月以内）

問　住民課　Tel 466-5004　Fax 465-3794

のら猫の無料不妊去勢手術

生活・環境

　このたび、公益財団法人どうぶつ基金を利用し
て、不妊去勢手術が無料でできるようになりまし
た。
　詳しくは、生活環境課にご連絡ください。
　のら猫を増やさないために、ご協力ください。

問　生活環境課　Tel 466-5005  Fax 465-3794

令和３年度家庭系可燃ごみ有料化の収支の概要について
　家庭系可燃ごみ有料化に伴う令和３年度の収支の概要がまとまりましたので、お知らせします。
　この表は、指定ごみ袋の販売総額9,136,600円が、ごみ有料化の目的である、ごみの減量化に関連する
事業としてどのように使われたかを表した指標です。

歳　入

歳　出

50㍑袋
20㍑袋
10㍑袋

種　類

区　　　分 支出金額 内　　　　容

99,370枚
179,230枚

58,350枚

3,466,197円

488,931円

5,181,472円

9,136,600円

有料化実施経費

ごみ減量化事務経費

再資源化業務委託
及び補助金経費

合　計

販　売　数　量
4,968,500円
3,584,600円

583,500円
9,136,600円

収　入　金　額

合　　　　計

指定袋の作製・保管配送・取扱委託料及び取扱事務経費
並びに指定袋減免に要した費用です。

指定袋取扱関係以外の有料化・再資源化に係る人件費な
どのごみ減量化事務に要した経費の一部です。
カン・ビン・ペットボトル本体の選別及び再資源化委託
料、プラスチック製容器包装再資源化事務委託料及び集
団回収奨励金など再資源化に要した経費です。

※なお、ごみ事業全般に係る費用との関係を示した詳細については、町ホームページに掲載していますの
　でご覧ください。

問　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
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一貫校への取組を強化します！お知らせ

町営住宅空き家の入居者を募集します

１．入居者募集の概要

　

※1 福祉世帯とは、「高齢者」「ひとり親」「障
害者」「ハンセン病療養所入所者等」の2人以
上の親族からなる世帯です

※２ 子育てとは、中学生以下の子どもを含む親子
を中心とした２人以上の親族からなる世帯です。

　　詳しい資格要件等は、配布する『町営住宅申
込みのしおり』もしくは田尻町のホームページ
をご覧ください。

２．配布期間及び受付期間
  　9月14日（水）から9月27日（火）まで（土・日・
　祝日を除く。）
　　午前8時45分から午後5時15分まで
　※郵送による受付は行いません。

３．申込用紙配布・受付場所
　　　田尻町役場別館　都市みどり課

４．その他
　　・今回は、単身の方は申し込みできません｡
　　・入居予定時期は、令和4年11月下旬以降で
　　　す。
　　・１世帯１通しか申し込むことができませ

ん。２通以上申し込まれた場合は、申し込
まれた分のすべてが失格となります。

　　・募集等に関する詳しい内容は、『町営住宅
申込みのしおり』をご覧ください。

問　都市みどり課　Tel 466-5006　Fax 466-5025

台風シーズン到来です！
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責任となり、損害賠償を請求されるケースもあり
ますので、ご注意ください。
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住宅名

所在

建設年度

住戸タイプ

階数

戸数

募集区分
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平成17年度

2ＤＫ
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1戸

一般世帯

3ＤＫ

3階

1戸

子育て世帯

3ＤＫ

4階

1戸

福祉世帯

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い合わせく

ださい。

　田尻町　耐震　で　検索

問　都市みどり課　Tel 466-5006　Fax 466-5025

今
月
の
お
知
ら
せ

生
活
・
環
境



22

一貫校への取組を強化します！お知らせ

9月10日は「下水道の日」
　私たちの日常ではたくさんの水が使用されています。使用後の汚れた水をそのまま流し続けると、川や

海の環境破壊へとつながっていきます。「下水道」は生活に欠かせない水をいつまでもきれいなままで使

うことができるようにと生まれた施設です。

　しかし、公共下水道を整備しても、お住まいのお宅の排水を下水道管に流すための改造工事を行わなけ

れば、生活環境は改善されません。できるだけ早く改造工事をしていただきますようお願いします。

　なお、改造工事は、必ず「田尻町指定排水設備工事業者」で行っ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

　南海本線の嘉祥寺地下道の壁面・天井などのひび割れ補

修工事を行います。

　車両は通行止め、歩行者等は通行可能ですが、工事の内

容や時間によっては、迂回をお願いすることがあります。

　工事着工は9月ごろから令和5年2月ごろまでを予定して

います。

　工事時間は土、日、祝日を除く午前9時から午後5時まで

となっています。

　長期間にわたり大変ご不便、ご迷惑をおかけしますが、

ご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

げすいどう　めぐりめぐって　またあおう！

南海本線嘉祥寺地下道の補修を行います

問　土木下水道課　Tel 466-5007　Fax 466-5025

消費生活相談をご利用ください
　商品やサービスの契約をして事業者とトラブ
ルになったなど消費生活に関するトラブルは消
費生活相談をご利用ください。相談員が解決方
法などについて助言や情報提供をします。
　田尻町にお住まいのかたは、産業振興課で受
付をしています。田尻町から消費者ホットライ
ン「１８８（いやや！）」に電話をすると、産
業振興課につながります。相談は無料です（電
話の場合は相談窓口へつながった時点から通話
料金がかかります）。来所による面談にも対応し
ています。
　消費生活相談は、受付時に住所、氏名、連絡先の

ほか統計のため年齢、職業をお伺いしています。
　相談をするときは、契約書やパンフレット、
インターネット取引の場合はメールやＳＮＳの
やり取りのほか、できれば広告や販売サイトの
画面など、保存してあるものを用意しておきま
しょう。トラブル発生までの出来事を時系列に
まとめたものがあると、相談がよりスムーズに
進みます。
　相談の秘密は守られます。困ったなと思った
ら一人で悩まず、すぐに相談しましょう。

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№48
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田尻歴史館　催事案内

関西国際空港 スカイトラックスの国際空港評価2部門で世界1位に！ 
　関西国際空港が、スカイトラックス社※が発表する空港ランキング「World Airport Awards 2022」
において、手荷物取り扱い部門の「World's Best Airport for Baggage Delivery2022」とLCCに特化した
旅客ターミナル部門の「World's Best Low-Cost Terminal2022」の2部門で第1位を受賞しました。関
西国際空港では1994年の開港以来、空港が原因となって手荷物が紛失する「ロストバゲッジ」が1度
も起こっていません。また2012年にLCC専用ターミナルとしてオープンした第2ターミナルでは、国
内空港で初となるウォークスルー型免税店舗や手
荷物検査を効率化するスマートレーンを導入する
など、快適な空間づくりに取り組んでいます。
　関西エアポートグループは、引き続き、空港を
利用されるお客さまが快適で楽しい時間を過ごせ
るような環境づくりを進めてまいります。
※イギリスの航空サービスリサーチ会社

お知らせ

その他

ダンジリを作ろう！！
日　　時　9月24日（土）　午後1時～午後4時
対　　象　小学生以上の子どもと保護者
人　　数　10組
持 ち 物　カッターナイフ（小）・ピンセット（小）
受 講 料　500円／組
材 料 費　（大）3,400円、（小）1,400円
受付期間　9月5日（月）午前10時より田尻歴史館
　　　　　に電話又は来館の上お申し込みくださ
　　　　     い（先着順）。
　　　　　なお、9月23日（祝・金）午前10時～9月
　　　　　24日（土）午後2時まで講師手作りの
　　　　　自慢のだんじりの展示・即売会を開催
　　　　　します。
申込・問　田尻町歴史館
　　　　　（指定管理者㈱ビケンテクノ）
　　　　　Tel 465-0045
休 館 日　毎週水曜日　12月29日～1月3日

令和４年第３回定例会（９月議会）の日程

開催日　9月1日（木）本会議（開会日）

　　　　　  2日（金）本会議（第２日）

　　　　※1日（木）に審議が終了しなかった場合

　　　　　のみ開催

　　　　　  5日（月）総務建設常任委員会

　　　　　  6日（火）文教厚生常任委員会

　　　　　  8日（木）決算特別委員会（第１日）

　　　　　  9日（金）決算特別委員会（第２日）

　　　　　12日（月）委員会予備日

　　　　※上記委員会の審議が終了しなかった場

　　　　　合のみ開催

　　　　　26日（月）本会議（閉会日）

時　間　いずれも午前10時から

場　所　本庁舎3階　議場
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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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お知らせ

AED（自動体外式除細動器）設置事業所様へ

　AED（自動体外式除細動器）を設置している事業所様では、いざという時に
きちんとAEDを使えるように日常点検をお願いします。
日常の点検
　AED本体の作動状況を表示するインジケータのランプの色や表示により、正常に動く状態かを確認
し、記録してください。
消耗品の管理
　電極パッドやバッテリーは使用期間が決まっているので、交換時期等を記載した表示ラベルを取り付
け、期限が切れないよう適切に交換してください。
　特に点検の担当者が代わった時は注意が必要です。点検の必要性を十分に認識するとともに、しっか
り引き継ぎをしましょう。
サポートサービスの活用
　日常の点検が難しい場合、製造・販売会社が提供しているサポートサービスを
活用する方法もあります。また、AEDの管理自体を委託する方法もありますので、
お持ちのAEDの製造・販売会社にお問い合わせください。
設置情報の登録
　AEDは高度管理医療機器、特定保守管理医療機器として、製造・販売会社が設置場所
を登録・管理していますので、廃棄や譲渡する時は、必ず製造・販売会社に連絡してく
ださい。
問　泉州南広域消防本部　警防部警備課救急室
　　Tel 462-1080（直通）  469-0119（代表）　Fax 460-2119

点検していますか？　住宅用火災警報器
　火災による死者（放火自殺者等を除く）の多くは、住宅火災で発生しています。
　火災の発生をいち早く知ることで素早い避難につながる、住宅用火災警報器は、
命を守るための有効な機器です。
　しかし、住宅用火災警報器は、電化製品のため電池切れや故障などで作動しな
い場合があります。定期的な作動確認をお願いします。
（作動確認方法） 〇本体の点検ボタンを押す。
　　　　　　　 　〇点検ひもを引く。
　確認の結果、鳴動すれば問題なし。作動しない場合は、本体の交換をご検討ください。
（住宅用火災警報器の交換目安は、10年です。）
　大切な家族の命を守るため、適切な維持管理をお願いいたします。
問　泉州南広域消防本部　警防部　予防課　
　　Tel 469-0886（直通） 469-0119（代表）　Fax 460-2119

　●火災・救急・救助は局番なしの　☎１１９番
　●携帯電話からも局番なしの　☎１１９番
　●医療機関照会・救急医療相談は「救急安心センターおおさか」
　　　携帯電話・プッシュ回線からは☎「＃７１１９」
　　　IP電話・ダイヤル回線からは☎「06-6582-7119」

9月9日は　　　　「救急の日」　　　　 です。

今
月
の
お
知
ら
せ

そ
の
他

25

お知らせ

～消防指令センターからのお知らせ～
【大規模災害時に一人でも多くの命を救うために】
　消防指令センターでは、大地震や風水害などの大規模災害時に多くの119番通報を受付しますが、限
られた数の消防車や救急車を、緊急度の高い災害場所や重症の傷病者のもとへ優先して出動させるた
め、非常時コールトリアージの運用を開始しています。

非常時コールトリアージとは・・・
　通常の消防力で対応できない災害が発生した場合に限り、オペレーターが、災害や傷病者の緊急度を
通報段階で判定し、出動の可否・優先順位を決定するものです。
　通報内容により「緊急」「準緊急」「低緊急」の3つに分類後、「最優先出動」「順次出動」「後刻対
応又は対応否」の出動順位に振り分け、対応するものです。
　次の要件に該当する大規模災害時等にのみ実施するもので、平常時は行いません。

～お願い～
　119番は、命をつなぐ大切な回線です。
　火災・救急・救助・災害要請以外のお問い合わせはご遠慮ください。
　【災害案内】072-463-0009（自動音声）／【病院照会】072-469-0119

（他機関の問合せ先）
　【病院に行くべきか？救急車を呼ぶべきか？】
　　♯7119（救急安心センター）又は06-6582-7119
　【停電時の問合せ】　　0800-777-3081（関西電力送配電コールセンター）
　【ガス停止等の問合せ】0120-544-209  （大阪ガス導管ダイヤル）

　　　　　　　　　　　問　警防部指揮司令課
　　　　　　　　　　　　　Tel 460-0119　Fax 464-1990

非常時コールトリアージの実施要件
１　大地震や台風、集中豪雨等により泉州地域に広域災害が発生し、消防対応能力を超える多数
　　の119番通報を受信する場合
２　消防対応能力を超え、大阪府下又は他府県の消防応援隊が到着するまでに相当な時間を要す
　　ると判断した場合
３　庁舎及び消防車両並びに勤務員が多数被災し、消防活動等を正常に行えない場合

　非常時コールトリアージの運用中は、通常の出動体制と異なりますので、ご理解をお願いいた
します。

今
月
の
お
知
ら
せ

そ
の
他



24

お知らせ

AED（自動体外式除細動器）設置事業所様へ

　AED（自動体外式除細動器）を設置している事業所様では、いざという時に
きちんとAEDを使えるように日常点検をお願いします。
日常の点検
　AED本体の作動状況を表示するインジケータのランプの色や表示により、正常に動く状態かを確認
し、記録してください。
消耗品の管理
　電極パッドやバッテリーは使用期間が決まっているので、交換時期等を記載した表示ラベルを取り付
け、期限が切れないよう適切に交換してください。
　特に点検の担当者が代わった時は注意が必要です。点検の必要性を十分に認識するとともに、しっか
り引き継ぎをしましょう。
サポートサービスの活用
　日常の点検が難しい場合、製造・販売会社が提供しているサポートサービスを
活用する方法もあります。また、AEDの管理自体を委託する方法もありますので、
お持ちのAEDの製造・販売会社にお問い合わせください。
設置情報の登録
　AEDは高度管理医療機器、特定保守管理医療機器として、製造・販売会社が設置場所
を登録・管理していますので、廃棄や譲渡する時は、必ず製造・販売会社に連絡してく
ださい。
問　泉州南広域消防本部　警防部警備課救急室
　　Tel 462-1080（直通）  469-0119（代表）　Fax 460-2119

点検していますか？　住宅用火災警報器
　火災による死者（放火自殺者等を除く）の多くは、住宅火災で発生しています。
　火災の発生をいち早く知ることで素早い避難につながる、住宅用火災警報器は、
命を守るための有効な機器です。
　しかし、住宅用火災警報器は、電化製品のため電池切れや故障などで作動しな
い場合があります。定期的な作動確認をお願いします。
（作動確認方法） 〇本体の点検ボタンを押す。
　　　　　　　 　〇点検ひもを引く。
　確認の結果、鳴動すれば問題なし。作動しない場合は、本体の交換をご検討ください。
（住宅用火災警報器の交換目安は、10年です。）
　大切な家族の命を守るため、適切な維持管理をお願いいたします。
問　泉州南広域消防本部　警防部　予防課　
　　Tel 469-0886（直通） 469-0119（代表）　Fax 460-2119

　●火災・救急・救助は局番なしの　☎１１９番
　●携帯電話からも局番なしの　☎１１９番
　●医療機関照会・救急医療相談は「救急安心センターおおさか」
　　　携帯電話・プッシュ回線からは☎「＃７１１９」
　　　IP電話・ダイヤル回線からは☎「06-6582-7119」

9月9日は　　　　「救急の日」　　　　 です。

今
月
の
お
知
ら
せ

そ
の
他

25

お知らせ

～消防指令センターからのお知らせ～
【大規模災害時に一人でも多くの命を救うために】
　消防指令センターでは、大地震や風水害などの大規模災害時に多くの119番通報を受付しますが、限
られた数の消防車や救急車を、緊急度の高い災害場所や重症の傷病者のもとへ優先して出動させるた
め、非常時コールトリアージの運用を開始しています。

非常時コールトリアージとは・・・
　通常の消防力で対応できない災害が発生した場合に限り、オペレーターが、災害や傷病者の緊急度を
通報段階で判定し、出動の可否・優先順位を決定するものです。
　通報内容により「緊急」「準緊急」「低緊急」の3つに分類後、「最優先出動」「順次出動」「後刻対
応又は対応否」の出動順位に振り分け、対応するものです。
　次の要件に該当する大規模災害時等にのみ実施するもので、平常時は行いません。

～お願い～
　119番は、命をつなぐ大切な回線です。
　火災・救急・救助・災害要請以外のお問い合わせはご遠慮ください。
　【災害案内】072-463-0009（自動音声）／【病院照会】072-469-0119

（他機関の問合せ先）
　【病院に行くべきか？救急車を呼ぶべきか？】
　　♯7119（救急安心センター）又は06-6582-7119
　【停電時の問合せ】　　0800-777-3081（関西電力送配電コールセンター）
　【ガス停止等の問合せ】0120-544-209  （大阪ガス導管ダイヤル）

　　　　　　　　　　　問　警防部指揮司令課
　　　　　　　　　　　　　Tel 460-0119　Fax 464-1990

非常時コールトリアージの実施要件
１　大地震や台風、集中豪雨等により泉州地域に広域災害が発生し、消防対応能力を超える多数
　　の119番通報を受信する場合
２　消防対応能力を超え、大阪府下又は他府県の消防応援隊が到着するまでに相当な時間を要す
　　ると判断した場合
３　庁舎及び消防車両並びに勤務員が多数被災し、消防活動等を正常に行えない場合

　非常時コールトリアージの運用中は、通常の出動体制と異なりますので、ご理解をお願いいた
します。

今
月
の
お
知
ら
せ

そ
の
他



26

こころの病とは
　「こころの病」と言っても、種類も症状もさまざま
で、原因が分かっていないものが多くあります。例え
ば、うつ病と診断された場合でも、ストレスがきっか
けの場合もあれば、身体の病気と関係していることも
あります。
誰でもかかりうる病気です
　こころの病で通院や入院をしている人たちは、国内
で419万人（平成29（2017）年厚生労働省患者調査）
です。また、生涯を通じて5人に1人がかかるとも言わ
れています。
　しかし「こころの病は特別な人がかかるもの」とい
う古くからの慣習や風評などから生じる先入観や偏見
が解消されたとは言えず、また、このため生きづらさ

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

問

特別な病気ではありません　こころの病に関すること

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』

や生活のしづらさに苦しんでいる人たちがいます。
　こころの病は誰でもかかりうる病気であり、こうし
た先入観や偏見にとらわれないことが大切です。
　新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、感染への
恐怖や外出制限などで変化した日常、将来への不安な
どから、うつ病の兆候を示す人や精神面での不調を訴
える人が増えています。
　こころの健康について、気になることがあれば、か
かりつけ医に相談したり、専門の医療機関を受診した
りしましょう。
　田尻町ではこころの健康相談・人権相談をお受けし
ています。相談者の気持ちを受け止め、じっくりとお
話しをお聞きします。お気軽にご利用ください。（費
用は無料です。28ページの一覧をご覧ください。） 

主なこころの病とその症状

こころや考えがまとまりづらくなってしまう病気です。幻覚や妄想、意欲の低下や感情
表現が少なくなるなどの症状があります。まわりの人には聞こえない声が聞こえたり、
話がまとまらなくなったりします。

眠れない、食欲がない、一日中落ち込んでいる、何をしても楽しめないといったことが
続いてしまう場合、うつ病の可能性があります。ものの見方が否定的になり、自分はダ
メな人間だと感じてしまうことがあります。

突然理由もなく不安になり、動悸やめまい、発汗、窒息感、吐き気、手足の震えといっ
た発作を起こし、そのために生活に支障が出ている状態です。

大麻、シンナー、覚せい剤などの薬物、アルコールなどの使用を自分ではコントロール
できなくなり、日常生活に支障を来す病気です。ギャンブル等や買い物、インターネッ
トやゲームなどへの依存もあります。

災害や事故、事件など、個人では対処できないような、突然の衝撃的なできごとの影響
で、突然怖い体験を思い出す、不安や緊張が続く、眠れないなどの症状が出てきます。
このような状態が何か月も続くときにはＰＴＳＤの可能性があります。

脳の機能が低下し、記憶や思考への影響がみられる病気です。アルツハイマー型認知
症、血管性認知症などがあります。

ハイテンションで活動的な躁状態と、憂うつで無気力なうつ状態を繰り返します。
そう　　　　　　　　  ゆう

統合失調症

う　つ　病

パニック障害

依　存　症

認　知　症

ＰＴＳＤ
(心的外傷後ストレス障害)

躁うつ病（双極性障害）

ストレスとは？
　ストレスとはもともと「歪み」という意味。過剰なストレッサー（ストレスの原因）はこころと身体を歪ま
　せ、ストレス反応を起こします。これがストレスです。

ストレッサー(ストレスの原因) ストレスの反応
不眠・イライラ・怒り
うつ・意欲の低下など

胃痛・肩こり・頭痛・
動悸・血圧上昇・
免疫機能の低下など

会社の倒産
近親者の死

昇進・妊娠・夫婦の問題
事故・災害など

人　間

♥こころ
からだ
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　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・在学の方
日　　時　10月5日（水）午後1時～5時（相談時間は一人25分）　
場　　所　熊取町ふれあいセンター4階　研修室A（泉南郡熊取町野田1丁目1番8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　2か月～未就学児まで（申込時に予約要。9月28日（水）まで）
受付開始　9月5日（月）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　熊取町　人権・女性活躍推進課　Tel 452-1004　Fax 452-7103
　　　　　＊午前９時～午後５時30分（ただし、土・日・祝日は除きます）

　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、外部からのフェミニストカウンセラーが相談を希望する方一人ひとり
に応じて、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。気になることがあ
るときに、お気軽にご利用ください。

日　時　9月28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（今回は9月22日（木））午後3時までに企画人権課
　　　　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

女性のための特設法律相談
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日商簿記３級検定（試験対策）
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　10月19日（水）
受講期間　11月19日（土）～2月4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

ひとり親家庭等のための
就業支援講習会受講生募集

防衛大学校学生
　広大なキャンパスと充実した施設
【修学年限】4年　卒業後約1年で幹部に任官

　自衛官等募集
《幹部自衛官・医師・看護師に挑戦》

第30回KIX泉州国際マラソン参加ランナー募集

事一 般 記 【応募資格】日本国籍を有する高卒（見込含）
　　　　　　18歳以上21歳未満の者
【受付期間】
　（推　　薦）9月5日（月）～9月9日（金）
　（総合選抜）9月5日（月）～9月9日（金）
　（一　　般）10月26日（水）まで
防衛医科大学校医学科学生
　他の大学にない魅力あふれる学生生活
【修学年限】6年　医師免許取得
【応募資格】日本国籍を有する高卒（見込含）
　　　　　　18歳以上21歳未満の者
【受付期間】10月12日（水）まで
防衛医科大学校看護学科学生
（自衛官候補看護学生）
【修学年限】4年　看護師免許取得
【応募資格】日本国籍を有する高卒（見込含）
　　　　　　18歳以上21歳未満の者
【受付期間】10月5日（水）まで

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

令和5年2月12日（日）
フルマラソン・チャレンジラン　午前10時30分スタート

浜寺公園（堺市）スタート、りんくう公園
（泉佐野市）をフィニッシュとするコース
（日本陸連公認コース）

浜寺公園（堺市）スタート、岸和田城（岸和
田市）をフィニッシュとするコース（非公
認コース）

5,000人
※定員を超えた場合は抽選

1,000人
※先着順

大会当日18歳以上の健康な人で、制限時
間内に完走可能な人。高校生不可。

大会当日18歳以上の健康な人で、制限時
間内に完走可能な人。高校生可。

フルマラソン（42.195km） チャレンジラン（20.4km）

5時間 2時間30分

16,000円
インターネット申込のみ　令和4年9月5日（月）から9月30日（金）まで

8,000円

日　　時

種　　目

コ ー ス

制限時間

募集人数

参加資格

参 加 費
申込方法・期間

問　KIX泉州ツーリズムビューロー（マラソン事務局）　Tel 479-3620　Fax 479-3621
　　※詳しくは、KIX泉州国際マラソンホームページをご覧ください。
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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　4,000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

硬式テニス教室の開催

お詫びと訂正

　広報たじり８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。
　町民の皆さま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。

　会　費　（誤）3,500円／（１期）→ （正）4,000円／（１期）

なお、正しい記事は以下のとおりです。
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日商簿記３級検定（試験対策）
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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。）

9月22日（木）
午後1時～4時

（一人1回30分）

9月22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。

9月28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

9月28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）9/22（木）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。
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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

たじりっち広場の交流施設内の
展示パネルをリニューアル！

　株式会社  光洋　代表取締役社長  平田  炎 様よ

り、環境行政の取り組みに向けてご寄附をいただき

ました。

　環境保全教育の推進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。

問　生活環境課　Tel 466-5005　Fax 465-3794

株式会社  光洋  様からのご寄附

　田尻町防犯連絡協議会では、7月24日（日）公民館大ホールにて、泉佐野警察署長、田尻町長、ほか約
130名の方に来場いただき、3年ぶりに夏季地域安全大会を開催しました。

　大会では、田尻空手道スポーツ少年団による「空手演武」、
田尻町婦人会による「よさこい」、またスカイブリッジによる
漫才が披露され、町民みなさんで楽しい時間を過ごすだけでな
く、警察による防犯教室では、振込詐欺について学ぶことがで
きました。町民、一人ひとりが日頃から防犯の意識を持つこと
で、町の防犯力を高めていきましょう。
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

夏季地域安全大会を開催しました

　8月7日から8月9日ま
で、田尻町立公民館に戦
没者・戦災死者を追悼し
平和を祈念する献花台を
設置し、栗山町長が代表
献花を行いました。たじ
りエンゼルのこどもたち
も献花をして、平和につ
いて学ぶ機会となりまし
た。期間中は多くの方が
花を手向け、戦没者・戦
災死者のご冥福をお祈り
しました。

問　福祉課　
　　Tel 466-8813
　　Fax 466-8841

　写真クラブさんに新たな写真を展示して
いただきました。たじりっち広場に来た際
には、ぜひご覧になってください。

問　都市みどり課　
　　Tel 466-5006　Fax 466-5025

戦没者・戦災死者のご冥福を祈りました
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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。）

9月22日（木）
午後1時～4時

（一人1回30分）

9月22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。

9月28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

9月28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）9/22（木）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。
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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

たじりっち広場の交流施設内の
展示パネルをリニューアル！

　株式会社  光洋　代表取締役社長  平田  炎 様よ

り、環境行政の取り組みに向けてご寄附をいただき

ました。

　環境保全教育の推進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。

問　生活環境課　Tel 466-5005　Fax 465-3794

株式会社  光洋  様からのご寄附

　田尻町防犯連絡協議会では、7月24日（日）公民館大ホールにて、泉佐野警察署長、田尻町長、ほか約
130名の方に来場いただき、3年ぶりに夏季地域安全大会を開催しました。

　大会では、田尻空手道スポーツ少年団による「空手演武」、
田尻町婦人会による「よさこい」、またスカイブリッジによる
漫才が披露され、町民みなさんで楽しい時間を過ごすだけでな
く、警察による防犯教室では、振込詐欺について学ぶことがで
きました。町民、一人ひとりが日頃から防犯の意識を持つこと
で、町の防犯力を高めていきましょう。
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

夏季地域安全大会を開催しました

　8月7日から8月9日ま
で、田尻町立公民館に戦
没者・戦災死者を追悼し
平和を祈念する献花台を
設置し、栗山町長が代表
献花を行いました。たじ
りエンゼルのこどもたち
も献花をして、平和につ
いて学ぶ機会となりまし
た。期間中は多くの方が
花を手向け、戦没者・戦
災死者のご冥福をお祈り
しました。

問　福祉課　
　　Tel 466-8813
　　Fax 466-8841

　写真クラブさんに新たな写真を展示して
いただきました。たじりっち広場に来た際
には、ぜひご覧になってください。

問　都市みどり課　
　　Tel 466-5006　Fax 466-5025

戦没者・戦災死者のご冥福を祈りました
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固定資産税（第3期分）の納期限は9月30日（金）です固定資産税（第3期分）の納期限は9月30日（金）です

日

4 5 6 7 8 9 10

11 12 14 15 16 17

18 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 1

月 火 水 木 金 土

〈公民館休館日〉

〈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〉
〈公民館休館日〉

〈公民館休館日〉

〈公民館休館日〉

〈公民館休館日〉敬老の日 秋分の日

〈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  3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    9月  行事カレンダー

8月 9月

19

28 3029 2131 3

13

※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.16）
    午後１時30分～

ふ 認知症カフェ
　 午後1時30分～

ふ 療育相談
　 （P.16）相 女性のための相談

  （P.27・30）
    午前10時～

議会（P.23）

10月

た 健活プラス（P.16）
   午前10時～

た 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～

公  公民館講座
　「キッズ向け英会話」
　  午後7時～

公  公民館講座
　「子ども向け手話
　　講座」
　  午後7時～

公  公民館講座
　「キッズ向け英会話」
　  午後7時～

公  公民館講座
　「キッズ向け英会話」
　  午後7時～

公  公民館講座
　「子ども向け手話
　　講座」
　  午後7時～

公  公民館講座
　「子ども向け手話
　　講座」
　  午後7時～

議会（P.23）議会（P.23）

議会（P.23）議会（P.23）議会（P.23）議会（P.23）

議会（P.23）

ふれ愛健診　予約申込　受付期間ふれ愛健診　予約申込　受付期間


