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新年のご挨拶

　あけましておめでとうございます。
　皆さまには、清々しく新年をお迎えのことと
心からお慶び申し上げます。
　
　平素より町政の推進につきまして、温かいご
理解とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。
　新型コロナウイルス感染症への対応につきま
して、医療に従事をしている皆さまをはじめ、
地域の皆さまには、感染予防対策に多大なるご
理解とご協力をいただき、深く感謝申し上げま
す。本町では、感染症対策をおこなった上で事
業等を再開し徐々に賑わいが戻ってきています
が、依然として予断を許さない状況にありま
す。引き続き、感染予防にご協力をお願いいた
します。本町としましても町民の皆さまの健康
と暮らしを守り、そして事業者の皆さまを支え
るために、感染予防対策と地域経済の回復に努
めてまいります。

　今年、本町は町制施行70周年を迎えます。
「歴史に誇りを　未来に夢を　みんなでつなぐ
田尻町」のキャッチフレーズのもと、まちへの
愛着や誇りを一層高めていただけるような記念
事業を皆さまと作り上げてまいりたいと思いま
す。各種記念イベントや事業への積極的なご参
加とご協力をお願いいたします。

　今後とも皆さまの温かいご支援、ご協力を賜
りますようお願い申し上げます。
　結びに、町民の皆さまと歩む新しい年が実り
多き素晴らしい年となりますよう、心よりご祈
念申し上げ、年頭のごあいさつといたします。

　あけましておめでとうございます。
　輝かしい新春を迎え、町議会を代表し、新年
のご挨拶を申し上げます。
　町民の皆さまには、平素から町議会に対しま
して、温かいご支援とご理解を賜り、議員一同
深くお礼申し上げます。

　さて、現在のわが国は、物価の急激な高騰を
はじめ、コロナ禍、少子高齢化のより一層の進
行など厳しい社会経済状況が続いております。
　このような状況のもと、本町が取り組む課題
は、町民の生活支援や防災対策、地域コミュニ
ティの活性化、教育や福祉の充実など、多岐に
わたっております。

　また今後は、人口減少に対応した自立的で持
続的な社会を形成すべく、将来を見据えたまち
づくりにも取り組んでいく必要があります。
　議会といたしましても、諸課題をしっかりと
見極め、豊かで住みよいまちづくりに向け取り
組んでまいります。

　これからも、町民の皆さまからのご意見、ご
指導を賜り、より身近で関心を持ってもらえる
議会活動をめざし、努力してまいります。
　結びに、新しい年が町民の皆さまにとりまし
て、幸せで実り多い年となりますよう、議員一
同心よりご祈念申し上げ、新年のご挨拶といた
します。

田尻町長

栗　山　美　政
田尻町議会議長
中　川　達　夫
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12月1日現在（　）前月比

世帯数　4,117世帯（ －7）
総人口　8,532人（ － 11）   
　男 　   4,224人（ － 3）   
　女        4,308人（ － 8）
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２６　　人権のひろば
２８　　みんなの掲示板・一般記事
３０　　社会福祉協議会からのお知らせ
３１　　無料相談
３２　　ワイドアングル
３３　　行事カレンダー
３４　　大阪泉州牡蠣フェス  in  田尻漁港

第5回
11／25

町制施行70周年記念事業実行委員会を開催しました。
第5回実行委員会ワークショップの様子

70周年記念事業の
役割分担を決定した他、
記念グッズについて
話し合いました。

第６回からは、
事業準備作業を
進めていきます。

町 民 憲 章    昭和28年5月3日町制施行　
　わたしたち田尻町民は、和泉連峰をのぞみ、茅渟の海につながる優
れた自然環境のもとに、古い歴史を刻み、豊かな文化をはぐくんでき
ました。この心のふるさとをみつめながら健全な心身を養い、みんな
の幸せと繁栄を願い、うるおいと安らぎのある町づくりを目指し、こ
ぞって努力することを確かめあうため町民憲章を定めます。

一　きれいな海とみどりのまちをつくります。
一　力を合わせ平和なまちをつくります。
一　楽しい家庭と豊かなまちをつくります。
一　おもいやりの心と健康なまちをつくります。
一　文化を高め明るいまちをつくります。
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・お知らせしている情報は12月11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。
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対　　象　10～64歳の重症化リスクの低い方で症状がある時
申し込み　大阪府検査キット配布センター
Tel 0570－550－353　
午前9時～午後7時（土日祝含む）

大阪府抗原定性検査キット配布事業
対　　象　無症状者で感染の不安がある方
　　　　　（濃厚接触の可能性がない方）　
問　大阪府無料検査事業コールセンター
Tel 06-7177-9542　午前9時～午後7時（土日祝含む）

大阪府新型コロナ無料検査事業

引き続き 感染拡大防止へのご協力を
　新型コロナウイルス感染者が現在も急増しています。今後さらに懸念されるのが、「BQ.1」などの
変異ウイルスが増えることです。海外では、「BA.５」に代わって増えてきているという報道もありま
す。また、10月に入り、日本でも新たな変異ウイルスが確認されています。とるべき対策は変わりま
せん。引き続き、感染対策を行いましょう。

基本的な感染予防対策の徹底

体調に変化が生じたら

屋内ではマスクの着用をお願いします（人との距離（めやす2m）が確保でき、会話をほとんど行わない場合を除く）。
屋外でのマスク着用は原則不要ですが、人との距離（めやす2m）が保てない中で会話をする場合は、着用をお願いします。

ワクチン接種

※１）国からの初回（1・2回目接種）のワクチンの供給が終了しましたが、本町は、現時点では、
　　　接種可能です。早目の申し込みを。
※２）オミクロン株対応ワクチンの接種期限は、3月末までです。すぐに申し込みを

咳、喉の痛み、発熱などの症状があったら、参加
しない、出席・出勤しないなどの行動をとること
が感染しない・させないことにつながります。少
しでも「心配だな」と思ったらやめる勇気を持つ
ことも大事です。

相談窓口等の
情報

■発熱等の症状があり、コロナ陽性判明前/コロナ陰性の場合 ■コロナ陽性の場合
・受診相談センター（発熱者SOS） ・小児救急支援アプリ ・自宅待機SOS

・♯8000（小児救急電話相談）
・♯8000（救急安心センターおおさか）

かかりつけ医がない、受診できる医療機関が知りたいときの相談窓口 外来や往診、オンライン診療などの
健康観察、健康相談等を希望する場合

すぐ受診すべきか、救急車を呼ぶべきか迷ったときの相談窓口

Tel 06-7166-9911 / 06-7166-9966
Fax 06-6944-7576

Te l 0570-055221
Fax 06-4560-9037

15歳未満のお子様を対象に、
症状から緊急性を判断することができるアプリ

夜間の子どもの急病時、病院に行った方が
いいか判断に迷ったときの相談窓口
　　　　　　　　　午後7時～翌午前8時

田尻町町制施行70周年記念プレ事業
 介護予防劇団
　　「ころば～ぬ♡♡♡」

第７回

３つの♡は
嘉祥寺・吉見・りんくうの

３つの地域を
意味しています

　12月3日（土）ふれ愛センターにて介護予防劇団「ころば～ぬ」が3年ぶりに開催されました。島田診
療所の島田先生をはじめ、介護予防の専門職達が演者となり、介護予防劇を盛り上げました。
　当日は、事前申込をされた約100名の方が観覧にお越しくださり、3年ぶりの開催を楽しんでいた
だきました。
　これからも、町のさまざまな事業に参加し、健康寿命の延伸をめざしましょう！！

　乳幼児期の大切な時期（根っこ）の親子のコミュニケーション！
　魅力的なことばに出会い、子どもに優しくなれて、魅力的な自分にも出会えるお話満載！
　あなたの心の引き出しがいっぱいになりますよ。絵本講師から愛情いっぱいの温かいメッセージをお
届けします。
日　　時　1月24日（火）　午前10時～11時30分（9時40分より入場受付開始）
場　　所　ふれ愛センター4階研修室
講　　師　絵本講師　阪上　葉志子さん
対 象 者　乳幼児の保護者（定員25名）
主　　催　わんぱくっこ育成推進委員会
申込締切　1月17日（火）
　　　　　一時保育あり（要申込）
申込方法　子育て支援センター窓口または電話
申込・問　子育て支援センター（すくすくセンター）　Tel 466-5111

子育て講演会「子育ての根っこ」子育て講演会「子育ての根っこ」
～心の引き出しをいっぱいに‼親子のコミュニケーション～

～田尻町今昔物語の巻～

田尻町町制施行70周年記念プレ事業
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田尻町町制施行70周年記念プレ事業
 介護予防劇団
　　「ころば～ぬ♡♡♡」

第７回

３つの♡は
嘉祥寺・吉見・りんくうの

３つの地域を
意味しています
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田尻町町制施行70周年記念プレ事業
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令和５年度　なかよし学級の申し込み令和５年度　なかよし学級の申し込み
　就労などで家庭に保護者がいない児童を対象に、安全保護、生活指導、遊びを通じ、より健全な育
成を図るため、「なかよし学級」を開設しています。令和５年度の入会を希望される方は、お申し込
みください。令和４年度入会中の方も、再度入会の申し込みが必要です。入会可否は審査の上、2月
下旬に申請者全員に郵便にて通知を発送します（優先順位等は、ホームページをご確認くださ
い。）。

●なかよし学級の概要
【対象者】

　田尻町に居住し、小学校（特別支援学校を含
む）に入学（在籍）予定の新1～6年生の児童
で①～③のいずれかに当てはまる方。
　ただし、保護者以外に児童を監護できる祖父
母等が家庭にいる場合は対象外となります。

【利用料金】
　負担金（延長含む）には減免制度がありま
す。詳細については、お問い合わせください。
欠席、月途中退会による日割、返金等はできま
せんのでご了承ください。

【運営主体】
　田尻町放課後児童クラブ指定管理者
　（株式会社明日葉）【実施場所】

　なかよし学級
　（田尻町嘉祥寺407番地4（田尻町役場向かい））

【実施時間】（いずれも延長は午後7時まで）
　通常：放課後～午後5時
　土曜日・三期休業中：午前8時～午後5時

①保護者が就労等により昼間家庭にいない
②①と同様の状態が月のうち15日以上あ

り、3ヶ月以上継続する
③保護者が長期間疾病等で児童の監護が困

難である

1月4日（水）～（日、祝を除く）
1月11日（水）～31日（火）（日、祝を除く）
平　日　午前11時～午後1時/午後５時～6時30分
土曜日　午前9時～正午/午後2時～6時30分
なかよし学級（配布・受付ともに）

配　　布
受付期間

受付時間

場　　所

5,000円/月
（2人目以降は2,500円/月）

午後5時～6時：1,500円/月
午後5時～7時：3,000円/月

2,000円/月

800円/年

負担金（延長）

負　  担　  金

保  　険  　料

おやつ教材代等

申込・問　なかよし学級（株式会社明日葉）　Tel/Fax 465-8261
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●労働条件等
　勤務内容
　①保育教諭・保育士：クラス担任の補助、障害児

等の介助
　②保育支援員：保育業務に係る準備作業、運営に

係る事務作業補助、保育業務
　③看護師：健康管理、健康相談及び健康指導、投

薬・応急処置、年間保健計画作成
　任用期間　4月1日～令和6年3月31日（再任あり）
　勤 務 日　①月～土曜日（週5～6日）
　　　　　　　土曜日はシフト勤務による配置

令和５年度 田尻町立認定こども園たじりエンゼル
会計年度任用職員（保育教諭・看護師等）募集
令和５年度 田尻町立認定こども園たじりエンゼル
会計年度任用職員（保育教諭・看護師等）募集

令和4年度　介護認定調査員の募集令和4年度　介護認定調査員の募集

　　　　　　②③月～金曜日
　年齢制限　なし
　資格要件　①②保育士資格・幼稚園教諭免許（取
　　　　　　　得見込者も可　※1）所持者優先
　　　　　　③看護師免許
●申込受付期間等
　受付期間　1月4日（水）～18日（水）　
　　　　　　午前8時45分～午後5時15分
　　　　　　（土・日・祝日除く）
　※定員に達していない場合は継続して受け付けます。
　必要書類　履歴書（写真貼付）、資格証明書写し

健保・厚年・
雇用保険

○

×
○
×
○

○

○

（月給）168,375円～
　　　    202,487円

（月給）168,375円～
　　　　202,487円

（月給）171,152円～
　　　　204,966円

（時給）
　保育教諭・保育士
　1,105円～1,329円

午前8時30分～午後４時30分
（内　休憩45分）

21名日中勤務保育教諭

保育支援員

看　護　師

保育教諭・
保育士・

保育補助員

3名

1名

1名

1名

3名
7名
8名

午前8時～午後4時（内　休憩45分）

午前8時30分～午後４時30分
（内　休憩45分）

午前7時～10時30分（内　3時間勤務）
午前7時～午後2時（内　6時間勤務）
午後3時～7時（内　3～4時間勤務）
正午～午後7時（内　5時間勤務）

午前勤務①
午前勤務②
午後勤務①
午後勤務②

職　　　　種 人数 勤務時間等　※2 報酬　※3

雇用
保険職　　　　種 人数 資格条件 場所・勤務時間 時　　給 健保

厚年賞与

※1　ただし、任用する日までに資格等を取得できない場合は、合格者であっても任用を取り消します
※2　有給休暇・年末年始休暇・服喪等特別休暇制度あり
※3　賞与、交通費の支給制度あり

●募集する職種

申込・問　こども課　Tel 466-5013　Fax 466-8841

申込・問　福祉課　Tel 466-8813　Fax 466-8841

1,500円 × × ×ふれ愛センター
不定期（月数件程度）
月1～2件のみでも可。
都合の良い時間に勤
務していただけます。

大阪府が実施
する認定調査
員研修を受講
済の方

要介護認定調査の実施
（被保険者宅への事前連

絡、訪問、調査票作成）、
調査票の受け渡し、実績
報告等
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問　安全安心まちづくり推進局（役場別館2階） Tel 466-5009　 Fax 466-5025

もっとワクワクするまちへ！
　　住民活動の初期経費を支援します！

　　　　たじり
まちづくり補助金
　　　　たじり
まちづくり補助金
対象事業費  最大50万円！
補助率  90％（初年度）
継続的な事業が対象です。同一事業の補助は3年まで。4年目以降は、自立した事業運営を。
補助率は、1年目 90%、2年目 80％、3年目 70％が上限です。

申請受付期間　令和5年1月4日～3月1日
対象事業期間　令和5年4月1日～翌3月31日

交付の決定は、審査の上、予算の範囲内で行います。
制度の詳細は、町ホームページをご覧いただくか、以下の問い合わせ先で配布する資料をご確認ください。

■ 補助対象事業
・地域の活性化に寄与する事業
・地域コミュニティの促進に寄与する事業
・地域課題の解決に寄与する事業
（上記に該当し継続して実施する事業が対象）
※対象事業や経費の詳細は、要綱でご確認ください。

■ 補助対象経費
・報償費
・旅費交通費
・印刷製本費
・消耗品費

・器具備品費
・通信運搬費
・使用料・賃借料
・委託料

例えば、こんな活動に！

地域が活気づく音楽祭をやりたい！

アートで街の魅力を高めたい！

街バルで地域を
活性化したい！

空家・空き店舗を使った

チャレンジショップで

地域に元気を！

多世代交流サロンで
子どもの居場所とお年寄りの生きがいづくりを！

ワクワクワクワク
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　田尻町では現在、桜などの樹木の植樹や植替を進めています。平成29年度から本格的に行っている
この街路樹整備事業ですが、来年度に施工する工事でほぼ完了します。そこで、田尻町内に植樹され
ている街路樹をご紹介します！お近くにお越しの際はぜひご覧ください。

春になると、
とても美しい
濃いピンク色
の花を咲かせ
ます。
有名なソメイヨシノによく似た品
種です。

ジンダイアケボノ（開花4月上旬）

ハナミズキ（開花4月上旬、果期9～10月）

シラカシ（果期10～11月）

クロガネモチ（果期10～3月）

コブシ（開花3月下旬）

オオシマザクラ（開花3月下旬）

ユリノキ（開花5月）

ヤマモモ（果期6-7月）

ケヤキ

街路樹のご紹介街路樹のご紹介

サクラ
（オオシマザクラ、ジンダイアケボノ）

ヤマモモ

コブシ

ユリノキ

ケヤキ

シラカシ

クロガネモチ

ハナミズキ（赤花）

春になると、
とても美しい
薄いピンク色
の花を咲かせ
ます。新葉の
展開と同時に開花します。花の香
りも魅力です。

秋には美しく紅
葉（黄葉）する落
葉樹です。
日本では代表的
な広葉樹の一つ
で、多くの自治体がシンボルツ
リーに指定しています。

秋になると紅
葉し赤色の果
実を付け、春
には美しい赤
色の花を咲か
せる四季を感じさせてくれる落葉
樹です。

葉の形が特徴
的で秋には黄
葉します。春
には黄色いチ
ューリップの
ような綺麗な花を咲かせます。

秋に実をつけ、
冬には美しく
真っ赤に熟しま
す。名が「金持
ち」に通じるこ
とから縁起木として好まれる地域
もあります。

秋にドングリ
を付ける常緑
樹です。木材
がアカガシと
比べて白いた
めシラカシと呼ばれるようになり
ました。

もこもこした
樹形が魅力の
常緑樹です。
初夏に付ける
赤い果は食べ
ることができ、ジャムや果実酒に
使われます。

早春に美しい白
色の花を咲かせ
春の訪れ告げる
代表的な花木で
す。花はレモン
のような香りがあり酒や茶に使わ
れます。
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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。

おはなし会の開催についておはなし会の開催について

公民館講座公民館講座

　次のとおり開催しますので、皆さまのご参加をお待ちしています。なお、新型コロナウイルス感染
症予防のため、事前申込制とするほか、参加者の皆さまにマスクの着用や検温にご協力お願いします。
日　　時　１月21日（土）　午前11時（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階事務室にて受付
申込期間　１月５日（木）から定員に達するまで
　　　　　（前日までに定員に達しない場合は、当日も受け付けます。）
参 加 費　無料
協　　力　おはなし会　はっぴぃぶっく
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。

日　　時　2月4日(土)　（全１回）
　　　　　午後1時30分～午後3時ごろ
場　　所　公民館3階　視聴覚室
講　　師　香月　いずみさん（公益社団法人 日本フラワーデザイナー協会講師）
参 加 費　1,000円（材料費＋講座運営協力金）
対 象 者　田尻町内に在住・在勤・在学するかた
定　　員　10組（小学生以下は保護者同伴）　　※先着順
用意するもの　ハサミ、作品を持ち帰る袋、ピンセット（あれば）、マスク
申込期間　１月14日(土)～１月28日(土)
　　　　　　※申込期間後の返金はできません

バレンタインにドライフラワーやビーズを使って手作りの
ハートのトピアリーを作ってみませんか
チョコレートといっしょにお友達に渡しても
自分へのごほうびに！

「バレンタイン　ハートのトピアリーを作ろう」の
開催について

「バレンタイン　ハートのトピアリーを作ろう」の
開催について

高さ
約20cm
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講座等募集の申し込みは、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

図書室インターネットサービスについて

　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。

　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。当図書館を通じて他
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。

　田尻町立公民館図書室にある図書について、インターネットで蔵書検索ができます。また、新着図書を

含めインターネットで予約ができるようになっています。このほか、ご自身のこれまでの利用状況や貸出

カードをスマートフォンで表示できるなど、様々なサービスを受けていただくことができます。

　このサービスを利用できる方は、公民館図書室の「貸出カード」をお持ちの方です。「貸出カード」をお持

ちでない方は、ご自身のマイナンバーカード、運転免許証、保険証などを持参のうえ、公民館図書室にて

「貸出カード」の発行を受けてください。

　「貸出カード」をお持ちの方は、「田尻町立公民館図書室ホームページ」にアクセスし、「利用者メニュー」

からサービス利用の手続をしてください。

　田尻町立公民館図書室ホームページ

　https://www.lib-tajiri-town.jp　

絶版本
柏書房編集部／編
柏書房

キリンのひづめ、
ヒトの指
郡司 芽久
NHK出版

苦手から始める
作文教室
津村記久子
筑摩書房

教誨
柚月 裕子
小学館　

なりたいわたし
村上しいこ／著
北澤平祐／絵
フレーベル館
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　障害者施設で社会参加を目的として作った作品の展
示・販売を行います。ぜひお越しください。
作品展示期間　１月27日（金）午前9時から
　　　　　　   １月29日（日）午後4時まで
体験会日時　事前申込不要、期間中随時受付
参　加　費　1,000円～2,000円（使用する材料によ
　　　　　　　り参加費は異なります。）

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

　11月21日、12月5日の2日間において、田尻町立中学校を代表して生徒会5名の皆さまに「（仮称）田尻
町総合文化センターに期待することについて」をテーマにアンケート形式で意見を取りまとめ、発表し
ていただきました。
　自分たちが文化センターを利用する、文化センターで活動するイメージをふくらませながら、多くの
方に来てもらえる、使ってもらえる施設になるよう皆さまからたくさんのご意見をいただきました。
　いただいた意見を文化センターに反映できるよう検討しながら文化センターの整備を進めてまいりま
す。
　生徒会の皆さま、ありがとうございました。

就労継続支援（Ｂ型）くろすびぃ　アロマクラフト展（教室、展示/販売）

（仮称）田尻町総合文化センターについて中学校生徒会の皆さんからご意見をいただきました！

田 尻 歴 史 館 催 事 案 内

問　社会教育課　Tel 466-5029　Fax 466-5095

香り袋

アロマストーン
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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★

すくすくセンター事業一覧　※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（助産師は午前・午後、栄養士は午後のみ相
談受付）
1月19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・来所で受付

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

★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「紙であそぼう」）

対象

予約

内容
時間

日程
令和3年4月2日～令和5年1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

1月11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♪
すくすくセンターの事業をぜひ、ご利用ください！

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

★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 ★イベント★（定員10組）
『たじりエンゼル　～園生活の１日～』
たじりエンゼルでの生活の様子、食事や午睡
の事、また、どのような関わりをしてもらえ
るのかなど聞いてみませんか？
すくすくセンターで説明を受けることができ
ます。また、個別相談も受け付けます。
令和５年度入園を考えている方

内容

対象

2月10日（金）午前10時～11時45分　日時
電話・来所で受付予約

1月20日（金）・25日（水）のいずれか 1月18日（水）

す く す く だ よ り

製作あそび
いずれも午前10時～11時

運動あそび 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11月～令和4年4月1日生まれ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 1月12日（木）　 1月17日（火）　 1月23日（月）　

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
1月27日（金）午前10時30分～11時　
電話・来所で受付

内容

日時

15

一貫校への取組を強化します！お知らせ

　経済的な理由により就学が困難な保護者に対
し、その費用の一部を援助する就学援助制度を
実施しています。
　令和5年4月新入学予定の児童等の保護者を対
象に、就学援助制度の新入学学用品費につい
て、新入学準備金として入学前の支給を行いま
すので、希望される方は、申請手続きを行って
ください。
　詳細は、町のホームページをご覧いただくか、
教育委員会学事課までお問い合わせください。
対　　象　田尻町内に住所を有し、令和5年4月
　　　　　に小中学校に入学する児童等の保護
　　　　　者で、町が定める基準に該当する方
支給金額　新小学1年生＝54,060円
　　　　　新中学1年生＝60,000円
申請期日　1月31日(火)まで
 問　学事課　Tel 466-5022　Fax 466-5095

新入学準備金の入学前支給を行います！

　田尻町・田尻町教育委員会では、次のとおり

令和4年度二十歳のつどいを開催します。ご来

場に際しては、マスク着用、検温、手指消毒に

ご協力をお願いします。

　なお、今年度の二十歳のつどいにつきまして

は、新型コロナウイルス感染症予防のため、入

場は二十歳の対象者のみとさせていただきま

す。（介助などが必要な場合を除き、家族・保

護者の方等の入場はできません。あらかじめご

了承ください。）

　また、新型コロナウイルスの感染状況によっ

ては、やむを得ず内容を変更したり開催を見合

わせたりする場合がございますので、ホーム

ページ等をご確認ください。

日　時　1月8日（日）

　　　　午後1時受付、午後1時30分開式

場　所　田尻町立公民館　大ホール

対象者　平成14年4月2日～平成15年4月1日

　　　　生まれの方

問　社会教育課

　　Tel 466-5029　Fax 466-5095

令和４年度二十歳のつどいのご案内

教　育

　長寿の節目をお祝いする長寿祝金を支給して
います。
　対象となる誕生月を迎えられる方
には、民生委員さんの友愛訪問時に
長寿祝金とお饅頭をお届けします。
　詳しくはホームページをご覧ください。
問　福祉課　Tel 466-8813　Fax 466-8841

長寿祝金

　町内在住の60歳以上の方が泉佐野市立健康増
進センター（J:COM末広体育館）の温水プール・ト
レーニングジム・ランニングロードを利用する
際の利用料金について、助成を行います。
対象者　田尻町に居住し、住民基本台帳に記録
　　　　がある方で今年度中に60
　　　　歳以上となる方
　詳しくはホームページをご覧く
ださい。
問　福祉課　Tel 466-8813　Fax 466-8841

泉佐野市立健康増進センター
（J:COM末広体育館）の利用料金を助成します

福　祉

今
月
の
お
知
ら
せ

教

　
　育

福

　
　祉
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★一時預かり保育★
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お子様を預かります。内容
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生後６か月～就学前のお子様（町内在住）
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内容
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す く す く だ よ り

製作あそび
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電話・来所で受付（定員になり次第締め切ります）
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日時

15

一貫校への取組を強化します！お知らせ

　経済的な理由により就学が困難な保護者に対
し、その費用の一部を援助する就学援助制度を
実施しています。
　令和5年4月新入学予定の児童等の保護者を対
象に、就学援助制度の新入学学用品費につい
て、新入学準備金として入学前の支給を行いま
すので、希望される方は、申請手続きを行って
ください。
　詳細は、町のホームページをご覧いただくか、
教育委員会学事課までお問い合わせください。
対　　象　田尻町内に住所を有し、令和5年4月
　　　　　に小中学校に入学する児童等の保護
　　　　　者で、町が定める基準に該当する方
支給金額　新小学1年生＝54,060円
　　　　　新中学1年生＝60,000円
申請期日　1月31日(火)まで
 問　学事課　Tel 466-5022　Fax 466-5095

新入学準備金の入学前支給を行います！

　田尻町・田尻町教育委員会では、次のとおり

令和4年度二十歳のつどいを開催します。ご来

場に際しては、マスク着用、検温、手指消毒に

ご協力をお願いします。

　なお、今年度の二十歳のつどいにつきまして

は、新型コロナウイルス感染症予防のため、入

場は二十歳の対象者のみとさせていただきま

す。（介助などが必要な場合を除き、家族・保
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了承ください。）

　また、新型コロナウイルスの感染状況によっ
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日　時　1月8日（日）

　　　　午後1時受付、午後1時30分開式
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　　　　生まれの方
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令和４年度二十歳のつどいのご案内

教　育

　長寿の節目をお祝いする長寿祝金を支給して
います。
　対象となる誕生月を迎えられる方
には、民生委員さんの友愛訪問時に
長寿祝金とお饅頭をお届けします。
　詳しくはホームページをご覧ください。
問　福祉課　Tel 466-8813　Fax 466-8841

長寿祝金

　町内在住の60歳以上の方が泉佐野市立健康増
進センター（J:COM末広体育館）の温水プール・ト
レーニングジム・ランニングロードを利用する
際の利用料金について、助成を行います。
対象者　田尻町に居住し、住民基本台帳に記録
　　　　がある方で今年度中に60
　　　　歳以上となる方
　詳しくはホームページをご覧く
ださい。
問　福祉課　Tel 466-8813　Fax 466-8841

泉佐野市立健康増進センター
（J:COM末広体育館）の利用料金を助成します

福　祉
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一貫校への取組を強化します！お知らせ

　申請には期限があります。お早めに申請して
ください。詳しくはホームページをご覧ください。
【子育て世帯生活支援特別給付金事業】

給付金の申請忘れはありませんか？

子育て

Ａ  ひとり親世帯分

申請期限　2月10日（金）

支 給 額　児童1人あたり5万円

対 象 者　①～③のいずれかに

　　　　　当てはまる方

①令和4年4月分の児童扶養手当受給者の方
②公的年金などの受給により①に当てはまらない
　方（支給制限限度額未満のみ）
③収入が急変し①相当となった方
申請が必要な方

　②又は③に当てはまる方

Ｂ  ひとり親世帯以外分

申請期限：2月28日（火）

（令和5年3月分の児童手当・特別

　児童扶養手当の新規又は増額認

　定を受けた方は3月15日）

支給額　児童１人あたり５万円

対象者　①②の両方に当てはまる方

　　　  （Ａを受け取った方を除く）

①平成16年4月2日～令和5年2月28日生の児童を
　養育する方
②住民税非課税世帯又は収入が急変し非課税世
　帯相当となった方
申請が必要な方

●平成16年4月2日～平成19年4月1日生の児童の
　みを養育する方
●令和4年4月1日～令和5年2月28日に新生児が
　生まれた方
●収入が急変し非課税世帯相当となった方

↑ホームページ
　ＱＲコード

↑ホームページ
　ＱＲコード

問　こども課　Tel 466-5013　Fax 466-8841

　声の広報朗読ボランティアの皆さまが、視覚

障害者等の方のために、毎月『広報たじり』を

音訳し、CDに録音・配布してくれています。

　また、声の広報CDを公民館図書室で貸出し

ています。（※貸出には「貸出カード」が必要

になります。）

　声の広報CDをご希望の視覚障害者等の方は、

福祉課までお問い合わせください。また、ボラ

ンティア活動にご参加いただける方も募集して

います。声の図書の製作などに興味をお持ちの

方は、どうぞお気軽に見学にお越しください。

活動日時　毎月末・毎月初　各2時間程度

活動場所　ふれ愛センター

会　　費　なし　

　　　　　※ボランティア保険は町で加入します。

問　福祉課　Tel 466-8813（声の広報関係）
　　　　　　Fax 466-8841
　　公民館　Tel 466-0030（図書室関係）
　　　　　　Fax 466-0853

声の広報ＣＤ配布・貸出のお知らせ

今
月
の
お
知
ら
せ
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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

3 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

1月18日（水)   ※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

1月13日（金)　午後1時30分～3時　
ふれ愛センター　1階　相談受付

計測、小児科診察、育児・栄養相談、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・質問表、早朝尿

平成31年4月生
令和元年5・6・7月生

健康運動指導士による運動教室！！

健活プラス

日　時　1月17日(火)　要予約　各定員15名 ※1月4日より申し込み可 
　　　　次回2月21日（火）（2月1日より申し込み開始） 
　　　　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　1月20日(金)　午前10時～11時30分（受付9時30分）　
　　　　※申し込み不要
場　所　シーサイドドーム入口前
持ち物　飲み物（水分補給）、タオル、運動しやすい靴 
　　　　　※シーサイドドーム内でウォーキングします

健康カフェ
日　時　1月20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　手作り味噌で粕汁

お気軽にどうぞ

※新型コロナウイルス感染症の状況により中止となる場合があります。

17

※1月の健康カフェは３密を避けるため健活ウォーキング参加者を優先とさせていただきます。

乳幼児健康診査

　風しん予防接種は、法律に基づき公的に行わ
れます。
　4月1日時点での対象者全ての方にクーポン券
を送付しています。
抗体検査対象者　
　昭和37年4月2日～昭和54年4月1日の間に生ま
　れた男性（※ただし、令和元～４年度にクーポ
　ン券を使用した方を除く）
公的な予防接種対象者　
　抗体検査の結果（平成26年4月以降の抗体検査
　の結果でも可）にて抗体が不十分なことが判
　明した方　
　クーポン券を紛失された方、令和4年4月1日以
降に転入された方は、クーポン券を発行いたし
ます。下記までご連絡をお願いいたします。
問　健康課　Tel 466-8811　Fax 466-8841

健診日時　2月15日（水）・16日（木）
　　　　　午前9時15分～正午
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　1月10日（火）～16日（月）
　　　　　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
　　　　　Tel  466-8811にて
※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、
　またはホームページをご確認ください。

 
ふれ愛健診を受診される方は…
体組成測定を無料で実施できます！
　また測定後は、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。
　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！
問　健康課　Tel 466-8811　Fax 466-8841

健康課定例保健事業

昭和37年4月2日～昭和54年4月1日の間に
生まれた男性は風しんワクチンの抗体検査
及び予防接種を行いましょう。

今年度最後のふれ愛健診です！

自分発見祭町制施行70周年
記念プレイベント
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体組成測定を無料で実施できます！
　また測定後は、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。
　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！
問　健康課　Tel 466-8811　Fax 466-8841

健康課定例保健事業

昭和37年4月2日～昭和54年4月1日の間に
生まれた男性は風しんワクチンの抗体検査
及び予防接種を行いましょう。

今年度最後のふれ愛健診です！

自分発見祭町制施行70周年
記念プレイベント

今
月
の
お
知
ら
せ

健

　
　康



18

一貫校への取組を強化します！お知らせ

引越の際は
住所の異動手続きを忘れずに！

住民・戸籍

　入学・就職・転勤などによる引越で、住所を異
動される方は、住民票の異動の届出（転出届・転
入届・転居届など）が必要です。
　届出の際には、本人確認書類（運転免許証、マ
イナンバーカード等）をご持参ください。
※田尻町から他市区町村へ転出される方は、郵送
　による手続きも可能です。

※マイナンバーカードをお持ちの方は転入・転居
　の際に記載事項を変更しますので、カードをご
　持参ください。

医療費通知を活用した
医療費控除申告手続き

国　保

　国民健康保険に加入されている方に対し、2か
月に1度、医療費通知を送付しておりますが、
11月・12月診療分の通知については、3月の発
送となります。そのため、確定申告等で医療費
控除の手続きをされる際には、医療機関の領収
書により、申告手続きをしていただきますよう
お願いします。

異なる世帯の方が住民票の手続きを
する場合には委任状が必要です！

　住民票の異動（転入・転出・転居等）に関する
届出や、住民票の写しの請求等の手続きについ
て、別世帯の方が手続きをする場合は、必ず委任
状が必要となります。住所が同一であっても、世
帯を分けている場合には委任状が必要です。
※委任状の参考様式は、町ホームページに掲載さ
　れています。（様式は自由です）

引越前の
市区町村

［転出前に］
転出届を提出して転出証明書を
受け取る

引越先の
市区町村

［転入した日から14日以内に］
転出証明書またはマイナンバー
カードを添えて転入届を提出

◎他の市区町村に引越（転出・転入）される場合

お住まいの
市区町村

［転居した日から14日以内に］
転居届を提出

◎同一の市区町村内で引越（転居）される場合

問　住民課　Tel 466-5004　Fax 465-3794

問　住民課　Tel 466-5004　Fax 465-3794

問　住民課　Tel 466-5004　Fax 465-3794

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
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一貫校への取組を強化します！お知らせ

　みなさまは国民年金について何か考えたことが
ありますか？「年金なんて興味ない、先の話」な
どと思っていませんか？
　国民年金をはじめとする公的年金制度は、現役
世代が納めている保険料を、年金受給者（高齢者
世代）の年金として支給する「世代と世代の支え
合い」で成り立っています。
　また、年金は老後に支給される「老齢年金」だ
けでなく、けがや病気などで障害が残った時は
「障害年金」が、家族を残して亡くなった時は
「遺族年金」が支給され、加入者や遺族の生活を
支えます。
　国民年金は、20歳になったら誰もが加入し、
保険料を納めることになっていますが、経済的な
理由などで保険料のお支払いが困難な時は、保険
料の納付が免除される制度や、50歳未満の方の
保険料の納付を猶予することができる制度があり
ます。
　また学生の方の場合は、保険料の納付を猶予す
ることができる学生納付特例制度があります。
　くわしくは役場住民課や、貝塚年金事務所
（Tel 431-1122）にご相談ください。
問　住民課　Tel 466-5004　Fax 465-3794

　医療保険と介護保険の両方に自己負担金がある
ことにより、家計の負担が重くなっている場合、
負担を軽減するための制度です。
　世帯で1年間（毎年8月から翌年7月末）に支
払った医療保険と介護保険の自己負担金の合計額
が、この制度の自己負担限度額を超えた場合に、
申請に基づき超えた額が支給されます。
　支給申請の通知が届きましたら、同封の返信用
封筒で大阪府後期高齢者医療広域連合給付課に送
付いただきますようお願いします。

20歳になったら国民年金

高額医療・高額介護合算制度について

後期高齢者医療

　土地、家屋、償却資産の現況に基づく適正な評

価と課税のため、実地調査を行っています。

　調査員（役場職員で固定資産評価補助員証を携

帯）が訪問した時には、ご協力をお願いします。

 次の場合は、ご連絡ください

令和４年中に家屋を新築または取り壊した方で、

登記申請をしていない場合

 次の場合は、届出が必要です

〇既存の未登記家屋を売買・相続・贈与したこと 

　により、所有者が変更された場合

　⇒　未登記家屋所有者変更申請書

〇固定資産の所有者が死亡し、まだ相続登記をし

　ていない場合

　⇒　相続人（現所有者）代表者指定届

〇共有物件の代表納税義務者が死亡した場合

　⇒　納税義務者変更届

問　税務課　Tel 466-5003　Fax 465-3794

固定資産税の実地調査にご協力を！

税

年　金 　（療費用又は介護サービス費用が0円の場合又
は、支給額（超過額）が500円以下の場合は対象
外です。）

問　大阪府後期高齢者医療広域連合給付課
　　Tel 06-4790-2031
　　田尻町　住民課　
　　Tel 466-5004　Fax 465-3794

所得区分
後期高齢者医
療制度におけ
る負担割合

自己負担額
（年額）
（医療保険+
　介護保険）

課税所得
690万円以上

380万円以上
3割

1割

212万円

141万円
145万円以上 67万円

一般

低所得Ⅱ

低所得Ⅰ

56万円
31万円

19万円

課
税
状
況

課
税
世
帯

非
課
税

世
帯
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一貫校への取組を強化します！お知らせ

「給与所得者、年金受給者」のための
申告会場を開設（泉南イオン内）

開設期間　2月2日（木）～10日（金）

　　　　　（土・日は除く。）

相談時間　午前10時～午後3時

申告会場　イオンモールりんくう泉南

　　　　　２階　イオンホール

整理券配布場所・時間　

　　　　　１階　セントラルコート

　　　　　午前9時30分～10時（先着順）

※申告書の作成、相談を希望の方は、「１階セン

　トラルコート正面入口」に並んでください。

注意事項

・当会場では、相続税、贈与税、土地・建物・株

　式等の譲渡所得等の相談は行っていません。

・整理券が予定枚数に達し次第、受付は終了。

・申告書などの提出のみの方は、郵送またe-Tax

　による送信をお願いします。

・感染の状況により開設の中止や時間などを変更

　する場合があります。

　国税庁ホームページの「確定申告書等作成コー

ナー」から作成、送信ができます。

　マイナンバーカードとマイナンバー読み取り対

応のスマートフォンまたはICカードリーダライタ

をお持ちの方は、作成した申告書を「e-Tax」を

利用して提出が可能です。

　詳しくは、下記QRコードをご参照ください。

確定申告書は、
スマホやパソコンで作成できます

　泉佐野税務署内の確定申告会場は、感染予防策

を実施するため、申告書の作成や提出に時間がか

かる場合があります。申告書は国税庁ホームペー

ジで作成し、e-Tax送信もしくは郵送での提出を

お願いします。

会場開設期間と相談受付時間
　2月16日（木）～3月15日（水）閉庁日除く。

　相談受付は午後4時まで

注意事項
・申告会場への入場は、整理券が必要です。整理

券は、当日に会場で配布するほか、「ＬＩＮＥ

アプリ」での事前発行を行っています。

　整理券が予定枚数に達した場合は、早期に相談

受付を終了します。

・税務署の駐車場は台数に限りがあります。電

車、バス等の交通機関を利用ください。

・会場に待合場所は設けていません。庁舎外でお

待ちいただく場合があります。

・感染の状況により、開設期間などを変更する場

合があります。事前に国税庁ホームページを確

認してください。

問　泉佐野税務署　Tel 462-3471

令和４年分　確定申告のお知らせ

確定申告

　2月4日（土）、5日（日）は、同会場で近畿税

理士会泉佐野支部による申告相談が開催され

ます。（要事前予約）

　給与所得者、年金受給者、事業所得や譲渡

所得のある方、インボイス制度に関するこ

と、資産の贈与などの相談が可能です。

　詳しくは、1月16日（月）～31日（火）の平日、

午前10時～午後3時に下記、近畿税理士会泉佐

野支部事務局までお問い合わせください。

Tel 468-8068

メール　sanoshibu@poem.ocn.ne.jp

【予約の方は】

電話またはホームページ

http://www.sano-kinzei.jpから申し込みくださ

い。

問　泉佐野税務署　
　　個人課税部門　Tel 462-3471

（e-Tax作成コーナー） （マイナポータル連携）
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と、資産の贈与などの相談が可能です。
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①アクリルパーテーションの設置　②加湿器の設置　③空気清浄機の設置　④消毒液の設置　
⑤申告前の検温　⑥問診（咳やのどの痛みなどの症状や全身倦怠感など）
※マスクの着用等していない方、咳やのどの痛み、37.5度以上の発熱、全身倦怠感など体調が 
　すぐれない方は、申告日の変更をお願いします。

会場での感染症対策の取り組み

申込・問　税務課　Tel 466-5003　Fax 465-3794

 医療費控除を申告する方は、「人ごと・医療機関ごと」に取りまとめた「医療費控除の明細
書」を作成し持参のうえ、来場ください。（「医療費控除の明細書」は田尻町ホームページに
掲載しているほか、役場にも設置しています。）
※会場で、集計や計算はできませんのであらかじめ準備ください。

スムーズな申告をすすめるために

午前8時45分～午後５時
税務課窓口（電話でも可）Tel 466-5003　【先着順】
予約された時間の5分前までに来場ください。申告状況に応じて予約された時間が
ずれ込むことがあります。また、予約後に都合が悪くなった場合は必ず連絡して
ください。

受付時間
2月7日（火）（土・日・祝日を除く）予約開始

注意事項

予 約 先

予約に関すること　※予約枠には限りがあります。（１日の予約枠：12枠）

　令和4年分の申告は、新型コロナウイルス等の感染予防のため、事前予約が可能です。
※営業や農業から生ずる事業所得や法人から受ける利益の配当等の配当所得、土地や建物、
　株式等の譲渡から生ずる譲渡所得等の確定申告については、受付できません。
　申告は、予約の方から順に受け付けます。申告当日は検温、マスクの着用等、問診、手指
の消毒や手洗いにご協力をお願いします。
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お知らせ

耐震診断・耐震改修の補助制度

タバコの吸い殻のポイ捨ては禁止！

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。

問　都市みどり課　

　　Tel 466-5006　Fax466-5025

　道路上でタバコの吸い殻

のポイ捨てが多数見受けら

れます。

　ポイ捨ては条例で禁止さ

れています。快適で綺麗な

道路環境づくりのためご協力をお願いします。

 

問　土木下水道課　Tel 466-5007　Fax 466-5025

生活・環境

　新たにたじりっちの郵便ポストも登場しまし
た。その横には、新たな鉢植えも。鉢植えには、
「吉」の文字。これからも、町の顔づくりに、み
なさまのご協力をお願いいたします。

吉見ノ里駅の改札が新しくなりました！

吉見ノ里駅前周辺整備工事（広場）に
伴う防火水槽撤去について

今
月
の
お
知
ら
せ

生
活
・
環
境

　令和5年1月下旬～2月初旬、吉見ノ里駅前広場
周辺整備工事（広場）のため下図の箇所において
防火水槽の撤去工事を行います。
　駅周辺をご利用の方並びに周辺住民の皆さまに
はご不便、ご迷惑をおかけしますが、よろしくお
願いします。
問　都市みどり課（工事に関する問い合わせ）
　　Tel 466-5006　Fax 466-5025
　　安全安心まちづくり課
　　（防火水槽に関する問い合わせ）
　　Tel 466-5009　Fax 466-5025

バリケード

工事占用範囲

迂回路

交通誘導員

掘削機械

ダンプトラック

凡　例

問　都市みどり課　
　　Tel 466-5006　
　　Fax 466-5025

23

「関西エアポート公式カレンダー2023」配信中！
　昨年もご好評いただいた関西エアポートグループ公式「Kansai　
Airportsデジタルカレンダー」が2023年版になって帰ってきました！
　空港や航空機の美しい情景に触れていただき、空に想いを馳せていただ
きたいという願いを込めてデザインされたカレンダーは、迫力たっぷりの
飛行機の写真や関西3空港からの景色をお楽しみいただけます。
　プライベートシーンはもちろん、ビジネスシーンでもご使用いただける
デザインになっており、PC版とスマートフォン版の2サイズでご用意して
おります。ダウンロードは無料ですので、ぜひお手持ちのデバイスのデスクトップや壁紙に設定してお
使いください！

ダウンロードはこちらから
http://www.kansai-airports.co.jp/company-profile/brand/calendar.html

快適なくらしにつなげるメッセージ　1日も早く下水道に接続しましょう

　下水道が完成すると、みなさまのご家庭で水洗トイレを使用したり、台
所、お風呂などの汚水も下水道に流すことができます。しかし、せっかく
できあがった下水道も、各家庭に接続していただかないと、地域一帯の生
活環境の改善が進みません。

　下水道が使えるようになった地域のご家庭は、１日も早く下水道に接続をお願いします。
　
ご家庭が下水道につながると…
★トイレを水洗化できます★
　くみ取り便所から水洗トイレになり、幼いお子さんやお年寄りも安心して快適な生活ができます。
★まちなみが清潔になります★
　家庭などからの汚水が下水道に流れるので、家のまわりに汚れた水がたまらず、まちなみが清潔にな
ります。
★川や海がきれいになります★
　トイレや台所、お風呂などの汚水が下水道で処理され、河川や海などがきれいになり、水環境が改善
されます。

自分の家が下水道の使用できる地域かどうか分からないときや、水洗化に関する
ご不明な点等がございましたら、お気軽に土木下水道課までお問い合わせください。

問　土木下水道課　Tel 466-5007　Fax 466-5025

ゴミ・タバコ・空き缶などのポイ捨て禁止！
生活環境課　Tel 466-5005　Fax 465-3794

お知らせ
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お知らせ
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　田尻町防犯連絡協議会は、12月4日と8日に田尻
漁港と吉見ノ里駅前で、年末警戒防犯キャンペーン
を実施し、年末年始の犯罪防止と被害の予防を呼び
かけました。依然として、ひったくりや特殊詐欺な
どの犯罪が後を絶ちません。被害にあわないようく
れぐれも注意していただき、引き続き、安全・安心
なまちづくりにご協力をお願いします。
 
問　安全安心まちづくり推進局
　　Tel 466-5009　Fax 466-5025

年末警戒防犯キャンペーンを実施しました 

安全・安心トピックス

みんなで守ろう文化財　～１月26日は第69回文化財防火デー～

119だより

　1949年（昭和24年）1月26日に、法隆寺金堂から出火した火災によって、世界的にも貴重であった国
宝の壁画がほとんど焼失しました。
　この火災を教訓に文化財を火災や災害から守るとともに、みなさん一人ひとりの文化財への愛護意識
を高めてもらおうと、1月26日を「文化財防火デー」と定め、全国的に「文化財防火運動」が展開さ
れ、消防訓練などが実施されています。
　泉州南消防組合でも、大切な郷土の歴史的財産を火災などから守り、次の世代に引き継ぐために、
「文化財防火デー」を中心に防火診断や消防団と合同で消防訓練を実施しています。
　
消防訓練
　日　時　1月22日（日）　午前10時～
　場　所　田尻歴史館（泉南郡田尻町吉見1101-1）
　内　容　田尻町消防団・泉州南消防組合　本部高度救助隊・
　　　　　本部救急隊合同での火災・救急・救助訓練
　　
 問　泉州南消防組合　警備課救急室（田尻庁舎）　
　　　　　　　　　　 Tel・Fax 465-0119

25

消防の通信指令員が救急要請時の対応を学ぶS-EDGEコースを開催

　令和4年11月10日（木）、泉州南広域消防本部において、泉州地域を管轄する6つの消防本部（和泉市・
泉大津市・忠岡町・岸和田市・貝塚市・泉州南広域消防本部）で119番通報に対応する通信指令員が救急
要請時等の口頭指導技術を学ぶ「泉州通信指令員救急教育コース」（通称「S-EDGEコース」）が、開催
されました。
　口頭指導とは、救急車が到着するまでに少しでも傷病者の容態が良くなるように、通報を受けた消防
の通信指令員が通報された方などに、手当てや処置をお願いするという取り組みです。傷病者の容態が
重篤な場合には、救急車到着前の対応が非常に重要となり、この口頭指導はその際の対応を通信指令員
が電話でサポートするものです。
　S-EDGEコースは、講義や実習を通じて、口頭指導対応をはじめとした緊急通報対応の質の向上を図る
もので、6消防本部12名の指導的な立場にある通信指令員が受講しました。コースの後半では、実際に
119番通報の経験や応急手当の知識がない一般の方に通報者役を務めてもらい、臨場感ある通報対応訓練
も行われました。
　なお、このコースは消防職員を対象としたものですが、消防本部では一般住民の方等を対象に119番通
報について学ぶ出前講習、「出来ますか？落ち着いて119」という取り組みも行っております。講習時間
は30分程度ですが、119番通報に関係した内容であればご希望に沿った内容での講習も可能ですので、
是非担当の指揮司令課までお問い合わせください。

問　　泉州南広域消防本部　警防部　指揮司令課
　　　Tel 460－0119（直通）・ 469－0119（代表）

場所　田尻町立中学校運動場
日時　令和 5年 1月 8日（日）午前10時～　田尻町消防出初式
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企画人権課　人権・男女共生室
Tel 466-5019　Fax 466-8725

問人権のひろば

　11月28日（月）、本町の人権擁護委員の皆さま

が5歳児64名に『ぐらぐらもりのおばけ』という

紙芝居を上演しました。

　自分のこと、お友達のこと、家族や周りの人の

ことを大切にするのが人権。いじめはいけないこ

と、いじめられている人を見つけたら助けて、み

んなで仲良くすることの大切さを子どもたちに伝

えました。

　人権擁護委員は人権相談をはじめ、すべての人

の豊かな人権の心を育むための啓発など様々な活

動を進めています。

　日常生活でお困りのことはありませんか？

　嫌がらせ、差別、プライバシー侵害などのご相

談もお受けします。

相談専用電話

　フリーダイヤル　0120-771-208

　受　付　月曜日～金曜日

　　　　　（※祝日、12／29～１/３を除く）

　時　間　午前9時～午後5時

　その他　相談無料　匿名可　秘密厳守

　主　催　公益財団法人 

                     人権教育啓発推進センター

　　　　　〒105-0012

　　　　　東京都港区芝大門2-10-12　

　　　　　KDX芝大門ビル４階

　本相談事業は、（公財）人権教育啓発推進セン

ターが、厚生労働省生活相談充実事業により実施

するものです。

問　（公財）人権教育啓発推進センター

　　Tel 03-5777-1802（代表）

　　Fax 03-5777-1803（代表）

アイヌの方々からの
様々なご相談をお受けします

たじりエンゼルでの人権教室

　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　2月18日（土）

　　　　　午前10時～正午、午後1時～3時

　　　　　（相談時間は一人25分）

場　　所　いずみさの女性センター相談室

　　　　　（泉佐野市市場東1丁目2番1号レイク

　　　　　　アルスタープラザ･カワサキ生涯学

　　　　　　習センター１階）

女性のための特設法律相談

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　生後3か月～未就学児（若干名）

　　　　　予約時にお伝えください。

受付開始　１月11日（水）から

協　　賛　国際ソロプチミスト大阪―りんくう

申込・問　泉佐野市　人権推進課

　　　　　Tel 463-1212 　Fax 464-9314

　　　　　午前8時45分～午後5時15分

　　　　　（ただし、土日祝日は除きます）

年始のごみ収集等のスケジュール　～昨年の12月号をご覧ください～

　生活環境課　Tel 466-5005　Fax 465-3794
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気持ちを伝える言い方

気持ちを伝えるということ
　わたしたちが人とかかわるとき、自分の都合や頼みごとをきちんと言えなかったり、逆に相手を責め
るように感情や意見をぶつけてしまったりすることがあります。自分の気持ちをうまく伝えることはと
てもむずかしいことです。
相手を傷つけない自己表現とは
　相手の気持ちを傷つけずに自分の言いたいことを相手に素直に伝えるという考え方や、そのための方
法があります。自分の思いや考えなどを自分のなかで確認し、ことばにして相手に伝えるというコミュ
ニケーションの技術のことで、「アサーション」（積極的な自己表現）といいます。
　例えば、自分の話を聴いてほしいと感じたときに、「あなたは人の話をぜんぜん聴いていない！」で
はなく「私は、あなたにちゃんと話を聴いてほしい」のように、「相手がどうか」ではなく「私がどう
思っているのか」を伝える言い方です。そうすれば相手も受けとめやすく、相手の気持ちを傷つけるこ
ともありません。
　「相手がどうか」ということは、自分自身の本当の気持ちではなく、相手に対する決めつけや思い込
みを含んでいることが多いのです。
自己表現がつくる豊かな人間関係
　人との関係のなかで、お互いの言いたいことが違ったときに、相手に合わせて自分の気持ちを押し隠
したり、逆に相手に対して攻撃的に主張したりしては、その関係はこじれてしまいます。
　そういうときには、自分がどう思っているかを素直に誠実に相手に伝え、相手の気持ちにも気づき、
相手を理解しようとすることが、気持ちのやり取りを可能にします。
　自分がどう思っているのかを素直に伝え、同時に相手の気持ちにも配慮した言い方を技術として身に
つけることは、人間関係を作っていく最初の一歩です。気持ちのやり取りは、豊かな人間関係をつくり
自分の権利を尊重すると同時に、相手の権利を尊重することにもつながるのです。

大阪府発行『ゆまにてなにわ　vol.36』より

成人になると巻き込まれやすくなります！
消費者トラブル
　未成年者の場合、親権者の同意なく行った契
約について、原則契約を取り消すことができま
す。
　しかし、満18歳を迎えると未成年者取消権
の保護は与えられず、いったん契約を結ぶと、
「やっぱりやめたい」と思っても容易にやめる
ことはできず、代金支払い義務などを負いま
す。
　後々後悔しないためにも、契約をする際には
契約責任を負う立場であることを自覚し、安易
な気持ちで契約することはやめましょう。 
ひとことアドバイス
・簡単に大金を得ることは通常あり得ません。

うまい話には飛びつかないようにしましょう。

・きっぱり断る勇気が必要です。「今日なら安
くなる」などと言われてもその場で契約しな
いようにしましょう。

・クレジット契約の利用は慎重にしましょう。
また借金をしてまで安易に契約しないように
しましょう。断るときは「お金がない」では
なく、契約の意思がないことをはっきり伝え
ましょう。

・契約の勧誘やその後の解約などについて業者
とトラブルになった場合には、消費生活相談
をしましょう。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№52
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　田尻町文化協会では、第10回作品展示会
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、3年ぶりの開催
となります。皆さまのご来場をお待ちしてい
ます。

作品展示会
　日　時　1月21日（土）午前10時～午後4時
　　　　　1月22日（日）午前10時～午後3時
　場　所　田尻歴史館　２階洋室
　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　1月22日（日）午後0時30分開場、
　　　　　午後１時開演
　場　所　田尻町立公民館　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

田尻町文化協会からのご案内
　地元の方々も知っているようで知らない泉州が
誇る名産品「泉州タオル」に着目し、その魅力と
関係者のたゆまぬ努力についてご紹介します。有
識者等を招き、「泉州タオル」の事例から地域に
眠る観光資源とその可能性について考えます。
　泉州地域の魅力を住民自らが再認識し、新たな観
光のあり方をみんなで探るセミナーです。
講　　師　羽衣国際大学現代社会学部教授　　　

　日向　浩幸　氏
　　　　　泉州タオル関係者（先進取組をしてい

る会社の代表など）
日　　時　1月27日（金）　午後１時30分～3時
対　　象　泉州地域の住民・事業者の方、観光に

　興味のある方
場　　所　熊取交流センター煉瓦館コットンホー

　ル及びＷＥＢ配信
　　　　　熊取町五門西1丁目10番1号
定　　員　会場参加者：50名　WEB配信：100名
　　　　　応募多数の場合は抽選
　　　　　※抽 選 締 切 日　1月20日（金）
　　　　　※抽選結果通知　1月23日（月）
費　　用　無料
応募方法　添付のQRコードもしくはURLよりお申

　し込みください。
https://welcome-to-senshu.jp/event/6693

　

　
問　一般社団法人KIX泉州ツーリズムビューロー
　　担当：神原、金　Tel 436-3440
　　E-mail　kix-senshu@kstb.jp

泉州観光地域づくりセミナー
～泉州地域の魅力再発見～

事一 般 記

29

　ハローワーク泉佐野では、お仕事探しの方のた
めに個別の担当者制など、様々な支援メニューを
ご用意しております。また、大阪府内には、約20
万人分の有効な求人があります。お仕事探しの際
は、ハローワーク泉佐野をぜひご利用ください。

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

お仕事探しはハローワーク泉佐野を
ご利用ください！

日　　時　2月12日(日)　午後0時15分スタート
コ ー ス　りんくう公園内　シンボル緑地内特設
　　　　　コース（予定）
種　　目　就学前幼児（1周１km）小学1～3年生（1
　　　　　周１kmまたは2周2km）
　　　　　※小学生は１kmか2kmを申込時に選
　　　　　　択する。
制限時間　30分
募集人数　200組（定員を超えた場合は抽選）
参加資格　3歳から小学3年生までの子どもと保護
　　　　　者の2名1組（泉州9市4町在住）
参 加 費　1組1,500円(傷害保険代含む)
　　　　　※当選者に郵便振替用紙を送付します。
　　　　　　郵便振込料は負担ください。
　　　　　※参加賞あり。
申込期間　1月10日（火）～1月16日（月）
申込方法　申込用紙は、泉州9市4町スポーツ担当

課及びKIX泉州ツーリズムビューロ―
事務局に設置しています。また、KIX
泉州国際マラソンホームページからも
ダウンロードできます。申込は、泉州
9市4町スポーツ担当課まで持参いただ
くか、KIX泉州ツーリズムビューロ―
事務局まで郵送してください。

　　　　　※Faxでの申込みはできません。
問　KIX泉州ツーリズムビューロ―事務局
　　〒596-0054　
　　岸和田市宮本町27-1　泉州ビル2階
　　Tel 479-3620
※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。

第9回親子ランニング参加者募集

《自衛官採用説明会》
　自衛官候補生の体験型採用説明会です。
　生活環境の見学や自衛隊車両での駐屯地見学及
びロープワーク体験等を行います。
　ぜひご参加ください。
応募資格
　・日本国籍を有する者
　・採用予定月の1日現在、18歳以上33歳未満の者
受付期間
　・年間を通じて行っております。
資料請求ＱＲコード
受付番号「324」

問　自衛隊大阪地方協力本部　岸和田地域事務所
　　Tel 426-0902

自衛官等募集

　田尻町の元気で愛らしいお子様の写真掲載のお
申し込みをお待ちしております。
対　　　　象　町内在住で、掲載希望月の末日に
　　　　　　　おいて3歳未満のお子様
応募できる方　お子様のご両親又は養育者の方
応 募 締 切　掲載希望月の前月１日【必着】
※応募者多数の場合は、抽選とさせていただきます。
　詳しくは町ホームページをご覧ください。
問　企画人権課
　Tel 466-5019
　Fax 466-8725

「元気なたじりっ子」
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参加資格　3歳から小学3年生までの子どもと保護
　　　　　者の2名1組（泉州9市4町在住）
参 加 費　1組1,500円(傷害保険代含む)
　　　　　※当選者に郵便振替用紙を送付します。
　　　　　　郵便振込料は負担ください。
　　　　　※参加賞あり。
申込期間　1月10日（火）～1月16日（月）
申込方法　申込用紙は、泉州9市4町スポーツ担当

課及びKIX泉州ツーリズムビューロ―
事務局に設置しています。また、KIX
泉州国際マラソンホームページからも
ダウンロードできます。申込は、泉州
9市4町スポーツ担当課まで持参いただ
くか、KIX泉州ツーリズムビューロ―
事務局まで郵送してください。

　　　　　※Faxでの申込みはできません。
問　KIX泉州ツーリズムビューロ―事務局
　　〒596-0054　
　　岸和田市宮本町27-1　泉州ビル2階
　　Tel 479-3620
※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。

第9回親子ランニング参加者募集

《自衛官採用説明会》
　自衛官候補生の体験型採用説明会です。
　生活環境の見学や自衛隊車両での駐屯地見学及
びロープワーク体験等を行います。
　ぜひご参加ください。
応募資格
　・日本国籍を有する者
　・採用予定月の1日現在、18歳以上33歳未満の者
受付期間
　・年間を通じて行っております。
資料請求ＱＲコード
受付番号「324」

問　自衛隊大阪地方協力本部　岸和田地域事務所
　　Tel 426-0902

自衛官等募集

　田尻町の元気で愛らしいお子様の写真掲載のお
申し込みをお待ちしております。
対　　　　象　町内在住で、掲載希望月の末日に
　　　　　　　おいて3歳未満のお子様
応募できる方　お子様のご両親又は養育者の方
応 募 締 切　掲載希望月の前月１日【必着】
※応募者多数の場合は、抽選とさせていただきます。
　詳しくは町ホームページをご覧ください。
問　企画人権課
　Tel 466-5019
　Fax 466-8725

「元気なたじりっ子」



30

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。

【教養講座・高齢者生きがい事業】
　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・イスヨガ・ブロックヨガ・
　やさしい太極拳

【サークル活動】
　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

～高齢者のための教養講座・サークルを開催しています～

1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

社会福祉協議会からのお知らせ
● ●

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

　きれいな字を書けるようになるだけではなく、
脳トレにもなります！
日　時　第1・第3木曜日
　　　　午前9時30分～11時30分
場　所　ふれ愛センター３階教養娯楽室①
対　象　田尻町在住の60歳以上の方
費　用　無料

※筆ペン・
　ボールペ
　ンはご持
　参くださ
　い。

【筆ペン・ボールペン講座】
おすすめ講座のご案内

　家族や友達と一緒に参加しませんか？

「災害が起こったとき自分ができること」を一緒
に考えてみませんか？　　　　　
　ボランティア役として参加しませんか？　
　子どもさんも参加できます。お気軽にお越しく
ださい。
日時　2月19日（日）　
　詳細については社協だより１月号のチラシ（特
別号）をご確認ください。　

　田尻小学校で「防災について親子で楽しく考え
よう」をテーマに行いました。
　災害が起こったときに、役に立つことをたくさ
ん体験することができました。

災害ボランティアセンター運営訓練 おやこ防災プロジェクト㏌たじり
を開催しました。

※昨年実施の「災害ボランティアセンター運営訓練」の様子
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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。）

1月26日（木）
午後1時～4時

（一人1回30分）

1月26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。

1月25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

1月25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）1/20（金）午後3時締切

　「仕事がなかなか見つからない」「失業して家賃の支払いに不安がある」「借金や滞納があり生活が苦
しい」等、生活のお金に関する困りごとについて、相談支援員がお伺いし、利用できる制度や資源を検討
しながら問題の解決について一緒に考えます。
　日程　毎週水曜日　午前10時～正午（祝日除く）　　場所　ふれ愛センター  1階ボランティアビューロー
※予約優先とさせていただきます。
※電話による相談を受け付けています。

生活困窮に関する相談

問　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
　　Tel  430－4321　Fax 430－4322
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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。

【教養講座・高齢者生きがい事業】
　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・イスヨガ・ブロックヨガ・
　やさしい太極拳

【サークル活動】
　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

～高齢者のための教養講座・サークルを開催しています～

1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

社会福祉協議会からのお知らせ
● ●

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

　きれいな字を書けるようになるだけではなく、
脳トレにもなります！
日　時　第1・第3木曜日
　　　　午前9時30分～11時30分
場　所　ふれ愛センター３階教養娯楽室①
対　象　田尻町在住の60歳以上の方
費　用　無料

※筆ペン・
　ボールペ
　ンはご持
　参くださ
　い。

【筆ペン・ボールペン講座】
おすすめ講座のご案内

　家族や友達と一緒に参加しませんか？

「災害が起こったとき自分ができること」を一緒
に考えてみませんか？　　　　　
　ボランティア役として参加しませんか？　
　子どもさんも参加できます。お気軽にお越しく
ださい。
日時　2月19日（日）　
　詳細については社協だより１月号のチラシ（特
別号）をご確認ください。　

　田尻小学校で「防災について親子で楽しく考え
よう」をテーマに行いました。
　災害が起こったときに、役に立つことをたくさ
ん体験することができました。

災害ボランティアセンター運営訓練 おやこ防災プロジェクト㏌たじり
を開催しました。

※昨年実施の「災害ボランティアセンター運営訓練」の様子
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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。）

1月26日（木）
午後1時～4時

（一人1回30分）

1月26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。

1月25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

1月25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）1/20（金）午後3時締切

　「仕事がなかなか見つからない」「失業して家賃の支払いに不安がある」「借金や滞納があり生活が苦
しい」等、生活のお金に関する困りごとについて、相談支援員がお伺いし、利用できる制度や資源を検討
しながら問題の解決について一緒に考えます。
　日程　毎週水曜日　午前10時～正午（祝日除く）　　場所　ふれ愛センター  1階ボランティアビューロー
※予約優先とさせていただきます。
※電話による相談を受け付けています。

生活困窮に関する相談

問　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
　　Tel  430－4321　Fax 430－4322
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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

　田尻町教育委員会委員の堀江正也さ
んが教育行政における振興に関し功績
が認められ、大阪府教育委員会より表
彰状を授与されました。
　今後、益々のご活躍を期待しており
ます。

　田尻町青少年指導員の中本大佳夫さんが多年
にわたり青少年健全育成運動に尽力・貢献され
たことをたたえ、青少年育成大阪府民会議会長
（大阪府知事）より表彰されました。
　今後、益々のご活躍を期待しております。

　11月23日（祝・水）アレクサンドラ・コヴァチュ駐日セル
ビア共和国特命全権大使が町長を表敬訪問されました。
　大使は過去２度、国際交流基金関西国際センターでの日
本語研修に参加されましたが、同センターの修了生として
初めて特命全権大使となった方です。センター設立25周年
事業として記念講演を行う前に表敬訪問されました。
　町長との懇談では、日本語はもちろん、地域住民との交
流や様々な日本文化に触れることでより広く、より深く日

本に興味を持つことと
なったと話され、終始和
やかな雰囲気で歓談され
ました。

文化の日
大阪府教育委員会表彰

青少年育成功労者等表彰を受賞

駐日セルビア共和国特命全権大使が
表敬訪問されました

　田尻町監査委員の松田正さんが町村監査功労
者表彰を受けられました。
　松田正さんは田尻町の代表監査委員として多
年にわたり町村自治の発展振興にご尽力され、
この度その功績が認められたものです。
　今後、益々のご活躍を期待しております。

町村監査功労者表彰

問　学事課　
　　Tel 466-5022　Fax 466-5095問　企画人権課　Tel 466-5019　Fax 466-8725

問　社会教育課　Tel 466-5029　Fax 466-5095 問　総務課　Tel 466-5002　Fax 466-8725

写真の中央がコヴァチュ大使



32

ワイドアングルワイドアングルワイドアングル
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町民税・府民税（第4期分）の納期限は1月31日（火）です町民税・府民税（第4期分）の納期限は1月31日（火）です

日

8 9 10 11 12 13 14

15 16 18 19 20 21

22 24 25 26 27 28

29 30 31 1 2 3 4

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〉

元日 振替休日

成人の日

〈公民館休館日〉

田尻町　令和5年    1月  行事カレンダー

1月

23

1 32 654 7

17

※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.17）
    午後１時30分～

ふ 認知症カフェ
　 午後1時30分～

ふ 子育て講演会
　「子育ての根っ子」
　（P.5）
　 午前10時～

文化財防火訓練
（P.24）
午前10時～

相 女性のための相談
  （P.31）
    午前10時～

2月

ふ  障害者のための
　 茶話会ルリエin
　 たじり　　
    午後１時～

幼稚園始業式
小学校始業式
中学校始業式

保育所保育開始
教育委員会会議

た 健活プラス（P.17）
   午前10時～

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

公  公民館講座
　「キッズ向け英会話」
　  午後7時～

公  公民館講座
 「童話から英語を  
　楽しむ語学講座」
　午後1時30分～

公  公民館講座
 「童話から英語を  
　楽しむ語学講座」
　午後1時30分～

公  公民館講座
　「バレンタインハ
　   ートのトピアリ
       ー」（P.10）
     午後1時30分～

田尻町消防出初式
午前10時～（P.25）
二十歳のつどい
午後1時30分～
（P.15）

ふ 3歳6か月児健康
　  診査（P.17）
　  時間は個別通知

た なごみの里カフェ
    午後1時～
    吉見集会所

大阪泉州牡蠣フェ
ス2023in田尻漁港
午前10時～（P.34）
公 おはなし会
　 午前11時～
公 公民館講座
 「童話から英語を 
　楽しむ語学講座」
　午後1時30分～

〈ふれ愛センター
　　　休館日〉
〈公民館休館日〉

ふれ愛健診申込期間ふれ愛健診申込期間

役場・公民館・ふれ愛センター休館日（1月3日（火）まで）役場・公民館・ふれ愛センター休館日（1月3日（火）まで）

ふれ愛健診
申込期間




