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これからも自分らしく生きていくためにこれからも自分らしく生きていくために
　なかなか普段から考える機会がないと思いますが、この記事を目にした機会に少しでも考え
てみてください。

　将来の変化に備え、ご自身が望む医療やケア
について前もって考え、家族等と繰り返し話
し合い、共有する取り組みのことです。

人生会議（ACP）

「もしバナ」ゲームに興味・関心のある方は、
田尻町地域包括支援センター「花みずき」までお問い合
わせください。
Tel 072-465-3755　Fax 072-465-3368

「もしバナ」ゲームとは・・・
　人生の最期にどうありたいかを
ゲームしながら考えたり話し合う
きっかけを作るカードゲームで
す。ゲームを通して自分自身の大
切な「価値観」や「あり方」につ
いて気づきを得ることができま
す。全部で25種類のカードがあり
ます。

　11月30日「いい看取りの日」に
は、町内の島田診療所島田道明先
生による講演会を実施しました。

　講演会の際に、皆さんで「もし
バナ」ゲームを行いました。参加
者の方からは、「より良い最期を
迎えるための希望がいくつでもあ
るものだなと思った」「自分の考
えが見えた」等と言った感想を頂
きました。

～人生最後の時、家族や大切な人に「ありがとう。バイバイ」と言える人生でしたか。～
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　今回は、少し中身を紹介したいと思
います。

講演会の際に、「終活ノート」も配布しました。

　これまでの人生を振り返り、
自分を見つめ直し、今後の人生
の在り方を
考える１つ
のツール
です。

「終活ノート」とは…

　大阪府では、令和4年12月に『いのち輝く人生の
ため「人生会議」を推進する条例』が制定されまし
た。条例では、人生会議については、「若年世代へ
の理解促進が重要である」と明記されており、漫画
を通して、若年世代への啓発を行っております。詳
細は、QRコードよりご覧ください。

　この終活ノートは自分自身や大切な人
が最期まで自分らしく生きるためのお手
伝いができればと思い作成しました。
　福祉課にて無料で配布しています。是
非ご活用ください。

　「終活ノート」は何歳から？いつから書か
ないといけない等のルールはありません。将
来に備え、ご自身が望む医療やケアについて
も前もって考え、ノートに整理してみるのも
いいですね！
　そうすると、よりご自身の希望がかなえら
れやすくなります。何度でも繰り返し考えて
みましょう！

漫画「みんなの人生会議」
ウェブで無料公開

医療や介護が必要になっ
ても自分らしく暮らせると
いいですよね！

「
が
ま
ん
を
頑
張
る
よ
り
」

　本
当
の
気
持
ち

　教
え
て
も
ら
え
ま
す
か
？

　人生を全うするときの自分を想像することは嫌なこと
です。嫌なことに向き合うきっかけになるのが「終活
ノート」だと思います。
　自分を見つめるきっかけになると思います。また同時
に、家族へのなんらかのメッセージを伝えるきっかけに
なるのではと思います。いずれ100％迎える
出来事に自分の思いを備えておきましょう。
　　　　　　　　　　　　　　　島田道明

島田先生も終活ノートを書かれています！
皆さんも是非ご活用ください。

〈島田診療所　島田先生よりメッセージ〉
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2023たじり新年互礼会を開催

令和４年度二十歳のつどい令和４年度二十歳のつどい
令和５年１月８日開催

二十歳代表謝辞
　本日は、私たちのためにこのような盛大な式
典を催していただき、心より感謝申し上げます。
ご来賓の方々、ご出席の方々からいただいたお
祝いの言葉や貴重なお話を深く胸に刻み、二十
歳を代表して上之山大地がお礼申し上げます。
　本日、門出を迎えることができましたのは、
身近で支えてくれた家族や、優しく時には厳
しくご指導いただいた先生方、地域の皆様が
温かく見守ってくださったからだと感じてお
ります。
　二十歳という大きな節目を迎えた私たちの
中には、社会に出て働いてる者、学生として
学業に励む者など、それぞれ置かれている立
場は違いますが、私たちは将来に向かって努
力し続けています。
　私たちは晴れて二十歳を迎えることができ
ましたが大人としてはまだまだ未熟で、これ
から先の人生で必ず大きな壁にぶつかる事が
あるでしょう。しかし、田尻町という温かい
町の皆様に支えてもらい、成長させてくれた
ことを胸に刻み困難に立ち向かっていきま
す。
　本日をもって節目の日を迎えた今、大人と
しての自覚を持ち、責任ある社会人として、
日々の感謝を忘れることなく歩んでいく事を
ここに誓います。
　どうかこれからも温かい目でご指導ご鞭撻
いただきますようよろしくお願い致します。
　最後になりましたが、皆様のご健康とご多
幸をお祈りし、私たちのお礼の言葉とさせて
いただきます。

二十歳代表　上之山　大地

二十歳の主張
　本日、私たちは晴れて二十歳になる記念の日を
迎えることができました。私たちのために、この
ような盛大な式典を開いて頂き、心より感謝申し
上げます。また、お忙しい中ご出席くださいまし
た、ご来賓の皆様、ご出席の皆様に二十歳を代表
致しまして野々口佳輝が二十歳の主張を述べさせ
て頂きます。
　ここ数年、新型コロナウイルスの影響により、
今まで当たり前のように過ごしてきた私たちの生
活は突然大きく変わりました。どこへ行くにも、
そしてこの二十歳のつどいでもマスクが必須と
なった生活にもようやく慣れてきた頃です。
　現在、私は、車関係の仕事に従事しています。
私は、まだ整備士の仕事に就いて約一年半ですが
成功や失敗、様々なことを経験してきました。覚
えることをすぐに覚えてられる訳でもないです
し、作業も早くできる訳でもありません。たまに
は失敗することもあります。しかし、失敗して学
んだこともたくさんあります。ですので、私は失
敗を恐れず、何事にも挑戦し、日々の仕事を大切
にし、少しずつではございますが成長している最
中です。仕事に就いてまだ約一年半の私ですが時
には辞めたいと思うこともあります。それでも続
けられているのは友人や家族、周りの人たちの支
えがあったからこそだと思います。ですので、私
はこれからも友人や家族、周りの人たちとの関わ
りを大切にし、自分も誰かの支えになれるような
社会人になれるよう日々、精進してまいります。
まだまだ未熟な私たちではございますが今までと
変わらぬ皆様の温かい目でご指導、ご鞭撻のほど
宜しくお願い致します。
　簡単ではございますが、これをもって二十歳の
主張とさせて頂きます。　
　

　　　　　二十歳代表　野々口　佳輝
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2023たじり新年互礼会を開催

皆様おめでとうございます！皆様おめでとうございます！

国歌演奏
二十歳の主張

記念品贈呈

謝　辞
第2部司会

実行委員会の皆さん
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2023たじり新年互礼会を開催
　1月4日（水）、ふれ愛センター４Ｆ研修室において「2023たじり新年互礼会」を開催しました。
日頃より、町内の各方面でご活躍いただいている各種団体の代表者の方々が一堂に会して、新春を
華々しくスタートすることが出来ました。また、町長は、年頭あいさつにおいて、2023年スローガン
を発表しました。
　今年は、町制施行70周年の年です。今までの歴史に学び、感謝し、そしてそこから１歩前進する年
にするため、いろいろな情報を皆様と共有しながら、魅力あふれる田尻町を築いていきましょう。

互礼会の様子2023年スローガン

「がんばる若者応援制度」が始まります！「がんばる若者応援制度」が始まります！

　田尻町では、夢や希望に向かって挑戦している若者、挑戦したいと思っている若者を応援すること
により、本町に対する誇りや郷土愛を醸成するため「がんばる若者応援制度」を来年度よりスタート
させます。

①田尻町育英奨学金事業
　本町において、学業優秀であるにも関わらず、経済的な理由で学費の支払いが困難な、大学等への
進学を希望される方に対して、返還不要の奨学金を支給する制度です。
給 付 額

対 象 者　日本学生支援機構の「給付型奨学金」又は「貸与型奨学金（第一種無利子）」のいずれか、
　　　　　または両方を受給している大学生等及び大学院生※１。
給付期間　在学期間中（在籍校の修業年限に準拠します）

②スーパーグローバル大学進学者奨学金給付事業
　高い意欲を持って勉学に励まれている学生の方を支援するため、来年度よりスーパーグローバル大
学進学者支援事業を開始いたします。
対 象 者　文部科学省が創設したスーパーグローバル大学創生支援事業において、トップ型指定校（タ
　　　　　イプＡ）に指定された下記大学に在学している方※１。

給 付 額　20万円年（年額）※２

給付期間　在学期間中（在籍校の修業年限に準拠します）

　  　　　     年に2回（7月・1月）、所定の申請書及び添付書類を学事課に提出して下さい。受理され
　　　　　   た方に対して支給決定通知を送付し、所定の金額を支給します（8月・2月）。
　　　　　   申請書様式については、来年度より町ホームページにて掲載いたします。
　添付書類　①田尻町育英奨学金事業　
　　　　　　　 1.  在学証明書（申請日から１か月以内に発行されたもの）
            　        　  2.  日本学生支援機構の奨学金の支給決定を証する書類の写し
　　　　　　②スーパーグローバル大学進学者奨学金給付事業
　　　　　　　 1. 在学証明書（申請日から１か月以内に発行されたもの）

※１：申請日の属する年度の4月１日及び10月1日時点において本人または保護者が本町に１年以上住
　　　所を有する者に限る。
※２：田尻町育英奨学金給付事業と併給可

（注）本制度は予算成立前にお知らせしています。今後事業内容の変更や未実施となる場合があるこ
　　  とを、あらかじめご了承ください。また申請等詳細については、変更となる場合があります。

問　学事課　Tel 466-5022　Fax 466-5095

大学、短期大学、専門学校等

大学院

10万円

20万円

在籍校区分 給付額（年額）

北海道大学　東北大学　筑波大学　東京大学　東京工業大学　東京医科歯科大学
名古屋大学　京都大学　大阪大学　広島大学　慶應義塾大学　九州大学　早稲田大学

スーパーグローバル大学トップ型指定校（タイプＡ）一覧

申請方法
（①②共通）
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2023たじり新年互礼会を開催
　1月4日（水）、ふれ愛センター４Ｆ研修室において「2023たじり新年互礼会」を開催しました。
日頃より、町内の各方面でご活躍いただいている各種団体の代表者の方々が一堂に会して、新春を
華々しくスタートすることが出来ました。また、町長は、年頭あいさつにおいて、2023年スローガン
を発表しました。
　今年は、町制施行70周年の年です。今までの歴史に学び、感謝し、そしてそこから１歩前進する年
にするため、いろいろな情報を皆様と共有しながら、魅力あふれる田尻町を築いていきましょう。

互礼会の様子2023年スローガン

「がんばる若者応援制度」が始まります！「がんばる若者応援制度」が始まります！

　田尻町では、夢や希望に向かって挑戦している若者、挑戦したいと思っている若者を応援すること
により、本町に対する誇りや郷土愛を醸成するため「がんばる若者応援制度」を来年度よりスタート
させます。

①田尻町育英奨学金事業
　本町において、学業優秀であるにも関わらず、経済的な理由で学費の支払いが困難な、大学等への
進学を希望される方に対して、返還不要の奨学金を支給する制度です。
給 付 額

対 象 者　日本学生支援機構の「給付型奨学金」又は「貸与型奨学金（第一種無利子）」のいずれか、
　　　　　または両方を受給している大学生等及び大学院生※１。
給付期間　在学期間中（在籍校の修業年限に準拠します）

②スーパーグローバル大学進学者奨学金給付事業
　高い意欲を持って勉学に励まれている学生の方を支援するため、来年度よりスーパーグローバル大
学進学者支援事業を開始いたします。
対 象 者　文部科学省が創設したスーパーグローバル大学創生支援事業において、トップ型指定校（タ
　　　　　イプＡ）に指定された下記大学に在学している方※１。

給 付 額　20万円年（年額）※２

給付期間　在学期間中（在籍校の修業年限に準拠します）

　  　　　     年に2回（7月・1月）、所定の申請書及び添付書類を学事課に提出して下さい。受理され
　　　　　   た方に対して支給決定通知を送付し、所定の金額を支給します（8月・2月）。
　　　　　   申請書様式については、来年度より町ホームページにて掲載いたします。
　添付書類　①田尻町育英奨学金事業　
　　　　　　　 1.  在学証明書（申請日から１か月以内に発行されたもの）
            　        　  2.  日本学生支援機構の奨学金の支給決定を証する書類の写し
　　　　　　②スーパーグローバル大学進学者奨学金給付事業
　　　　　　　 1. 在学証明書（申請日から１か月以内に発行されたもの）

※１：申請日の属する年度の4月１日及び10月1日時点において本人または保護者が本町に１年以上住
　　　所を有する者に限る。
※２：田尻町育英奨学金給付事業と併給可

（注）本制度は予算成立前にお知らせしています。今後事業内容の変更や未実施となる場合があるこ
　　  とを、あらかじめご了承ください。また申請等詳細については、変更となる場合があります。

問　学事課　Tel 466-5022　Fax 466-5095

大学、短期大学、専門学校等

大学院

10万円

20万円

在籍校区分 給付額（年額）

北海道大学　東北大学　筑波大学　東京大学　東京工業大学　東京医科歯科大学
名古屋大学　京都大学　大阪大学　広島大学　慶應義塾大学　九州大学　早稲田大学

スーパーグローバル大学トップ型指定校（タイプＡ）一覧

申請方法
（①②共通）
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令和５年4月

たじりっち
        ポイント 

「たじりっちポイント」をきっかけに、ボランティア活動や健康づくり活動へ
参加し、毎日の活動を楽しみながら、『8000人の大家族でまちづくり！』

ポイント付与期間　令和5年4月1日（土）～令和6年5月31日（金）
ポイント台紙　　　令和5年2月20日（月）から配布開始
台紙配布場所　　　ふれ愛センターやボランティア活動担当課
　　　　　　　　　  （対象のボランティア活動は３月広報をご覧いただくか、下記へお問
　　　　　　　　　　　  い合わせください）

問　健康ポイント　　　　　福祉課 ／ 健康課（ふれ愛センター１階）
                                           　      　Tel 466-8813 ／ Tel 466-8811   Fax 466-8841
　　ボランティアポイント　安全安心まちづくり推進局（別館２階）  
　　　　　　　　　　　　　Tel 466-5009　Fax 466-5025
　　事業全般　　　　　         企画人権課（本庁２階）Tel 466-5019　Fax 466-8725　 

ポイントは、たじりっち振興券に交換や寄附ができる！

※「上限」はたじりっち振興券への交換上限です。ポイントは500ポイントごとの交換です。（1ポイント1円）
※スタートポイントは、ボランティアポイントまたは健康ポイントの基準を達成した方に付与されます。
※紹介ポイントは、紹介した人と紹介された人が、指定の基準を達成した場合に、紹介した人に付与されます。

ボランティア活動や
健康づくりを
応援するよ！

ボランティア
ポイント

健康ポイント ボーナスポイント

【対象】
中学生以上の
田尻町在住・在勤者

【対象】
18歳以上の田尻町
在住者

★ボランティア活動に参
   加（団体・個人）して
  ポイントを貯めよう♪
  
  ウォーキングとの
“ながら見守り”も対象！             

【上限4,000ポイント】

★ウォーキングでポイント
　を貯めよう♪
【上限2,000ポイント】

★健康づくりや介護予防教
　室に参加してポイントを
　貯めよう♪

【上限2,000ポイント】

★スタートポイント
　初めてポイント制度に
　参加する方
   【1,000ポイント】

★紹介ポイント

 【1人につき500ポイント】

事業スタート
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令和５年4月

たじりっち
        ポイント 

「たじりっちポイント」をきっかけに、ボランティア活動や健康づくり活動へ
参加し、毎日の活動を楽しみながら、『8000人の大家族でまちづくり！』

ポイント付与期間　令和5年4月1日（土）～令和6年5月31日（金）
ポイント台紙　　　令和5年2月20日（月）から配布開始
台紙配布場所　　　ふれ愛センターやボランティア活動担当課
　　　　　　　　　  （対象のボランティア活動は３月広報をご覧いただくか、下記へお問
　　　　　　　　　　　  い合わせください）

問　健康ポイント　　　　　福祉課 ／ 健康課（ふれ愛センター１階）
                                           　      　Tel 466-8813 ／ Tel 466-8811   Fax 466-8841
　　ボランティアポイント　安全安心まちづくり推進局（別館２階）  
　　　　　　　　　　　　　Tel 466-5009　Fax 466-5025
　　事業全般　　　　　         企画人権課（本庁２階）Tel 466-5019　Fax 466-8725　 

ポイントは、たじりっち振興券に交換や寄附ができる！

※「上限」はたじりっち振興券への交換上限です。ポイントは500ポイントごとの交換です。（1ポイント1円）
※スタートポイントは、ボランティアポイントまたは健康ポイントの基準を達成した方に付与されます。
※紹介ポイントは、紹介した人と紹介された人が、指定の基準を達成した場合に、紹介した人に付与されます。

ボランティア活動や
健康づくりを
応援するよ！

ボランティア
ポイント

健康ポイント ボーナスポイント

【対象】
中学生以上の
田尻町在住・在勤者

【対象】
18歳以上の田尻町
在住者

★ボランティア活動に参
   加（団体・個人）して
  ポイントを貯めよう♪
  
  ウォーキングとの
“ながら見守り”も対象！             

【上限4,000ポイント】

★ウォーキングでポイント
　を貯めよう♪
【上限2,000ポイント】

★健康づくりや介護予防教
　室に参加してポイントを
　貯めよう♪

【上限2,000ポイント】

★スタートポイント
　初めてポイント制度に
　参加する方
   【1,000ポイント】

★紹介ポイント

 【1人につき500ポイント】

事業スタート
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　田尻町では、子どもや地域に対する「見守りの目」を増やすため、「たじり安全安心見守り隊」を
結成することとしました。「たじり安全安心見まもり隊」は、ながら見守りを行っていただく防犯活
動です。
　登録していただいた方には、お揃いのグッズを差し上げます！！
　普段の日常生活をしながら、地域の安全に貢献できるボランティア活動を始めてみませんか？
※たじりっちポイントの付与は、4月1日からです。

　・犬の散歩をしながら
　・ウォーキングしながら
　・花の水やりや手入れをしながら
　など、何かをしながら 子どもたちや地域を見守る活動です。
　日常生活に防犯の視点を取り入れるだけなので、誰でもできる防犯活動 です。

ながら見守りって？

　「たじり安全安心見守り隊」では、4種類のグッズを用意しており、登録いただいた方には、ご希望
のグッズを差し上げます。自分や周りの人の目につくような場所に付けて、活動してください。

グッズについて

　「たじり安全安心見守り隊」の活動にご理解いただき、登録を希望される方は、申請書を提出後、
グッズを受け取るだけで、手続き完了です。登録できる方は、18歳以上の田尻町在住・在勤者です。
（たじりっちポイント付与の対象は、令和5年6月1日時点で、18歳以上の方に限ります。）
　申請書の提出とグッズの受け取りは、役場別館2階「安全安心まちづくり推進局」までお越しください。
　なお、健康ポイント（ウォーキング）と併せて申し込みされる方は、ふれ愛センター窓口で登録で
きます。

登録について

安全安心まちづくり推進
局で申請書を記入・提出 見守りグッズを受け取る

グッズを身に付けて
活動をスタート！➡ ➡

活動開始の流れ

申込開始：2月20日（月）から

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

みんなでムリなく、安全安心まちづくり！！ たじりっちポイント対象事業
2月20日スタート

ベスト 腕章 かばん リードカバー

通勤やお買い物に
使えるサイズ！
縦20㎝×幅30㎝×底マチ10㎝

愛犬と一緒にパトロール！
ボールチェーン付きで
キーホルダーとしても
使えます。

見守りグッズプレゼント

たじり安全安心見守り隊募集！たじり安全安心見守り隊募集！



・お知らせしている情報は1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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今年度最後の新型コロナワクチンの集団接種
（約200枠限定）を行います！

コロナワクチンを接種して
　　　商品券（2,000円分）をもらおう！

日　　時　3月11日（土）※土曜日（午前）に実施します！
場　　所　田尻町総合保健福祉センター（ふれ愛センター）
ワクチンの種類　オミクロン株対応２価ワクチン
対 象 者　1・2回目接種を受けた12歳以上の方（最終接種から3か月以上経過している方が接種可能）
　　　　　※オミクロン株対応ワクチンは一人1回接種です
予約方法　下記にてご予約ください。

ポイント対象者　令和4年10月1日～令和5年3月31日までに、下記対象ワクチンを接種した方
　　　　　　　　注意）接種時に本町の住民基本台帳に記録がある方
　　　　　　　　●  集団接種の方：接種後の待ち時間内で商品券に交換いたします。
　　　　　　　　●  個別接種の方：下記の内容で申請してください。
　　　　　　　　注意）集団接種における商品券の交換は会場にて当日接種した方のみの対応となります。
申請期間　令和5年4月14日（金）まで
申請受付時間　月～土　午前9時30分～午後0時30分（祝日・令和5年3月11日（土）は除く）
申請場所　田尻町社会福祉協議会（ふれ愛センター1階）
申請書類　下記対象ワクチンの予防接種済証【原本】
　　　　　※再発行不可。紛失した場合は、商品券を受け取ることができません。
　　　　　※接種者と異なる方は受け取る場合は、来所する方の身分証明書（マイナンバーカード、健康保
　　　　　　険証、運転免許証等）をご持参ください。
対象ワクチン　オミクロン株対応ワクチン（2価ワクチン）
　　　　　　　小児用ワクチン（3回目接種）　
　　　　　　　乳幼児用ワクチン（初回接種3回目接種）
注　　　意　1人につき1回となります。
問　田尻町社会福祉協議会　Tel 466-5015　Fax 466-8899　　平日　午前9時～午後5時（祝日除く）

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

オミクロン株対応ワク
チンは一人1回の接種
でいいんだね！

田尻町の接種券を利用
して勤務先や近隣市町
で接種した方も商品券
がもらえるよ

町在住の方
限定
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４月からの機構改革に伴い、各種手続きなどの
担当部署が変わります！

４月からの機構改革に伴い、各種手続きなどの
担当部署が変わります！

　4月からの機構改革に伴い、各種手続きや相談の窓口が変更となります。また、施設が変更となって
いる窓口もありますのでご注意ください。

・障害者福祉及び精神保健福祉に関すること
・特定疾患者の福祉に関すること
・重度障害者医療に関すること
・高齢者福祉に関すること
・介護保険に関すること　など

高齢障害支援課
Tel 466-8813福祉課

こども課

・総合保健福祉センターの利用に関すること
・生活保護・困窮に関すること
・保育所・幼稚園・認定こども園の入退所に関する
　こと
・子育て支援に関すること
・児童手当・こども医療に関すること
・ひとり親家庭の手当・医療に関すること
・障害児相談支援に関すること
・児童家庭相談に関すること　など

子育て・地域福祉課
Tel 466-5013

課　　名課　　名 主な手続等

4月から
【民生部】　ふれ愛センター

今まで　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
【民生部】

・町立の小学校・中学校・こども園の管理運営に関
　すること
・学校保健・安全に関すること
・学校給食に関すること
・児童・生徒の就学、就学援助・奨励に関すること
・教育センターの管理運営に関すること　など

・生涯学習に関すること
・スポーツ振興に関すること
・学校体育館夜間開放に関すること
・歴史・文化の振興に関すること
・青少年健全育成に関すること
・放課後児童健全育成に関すること　など
※公民館、田尻歴史館、多目的グランド、なかよし
　学級（放課後児童クラブ）に関することは、各施
　設窓口までお問合せください。

・教育課程、学習指導、生徒指導及び進路指導に関
　すること
・一貫教育の推進に関すること　など

教育管理課
Tel 466-5022

学事課

こども課

社会教育課
生涯学習課
Tel 466-5029

一貫教育推進課
Tel 466-8400

課　　名課　　名 主な手続等

4月から
【教育委員会事務局教育部】　教育センター

今まで　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
【教育委員会事務局】

一貫教育推進課

指導課
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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
　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　2月18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　2月2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。

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ホームページ〈URL〉　https://www.lib-tajiri-town.jp　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   〈QRコード〉　
　　　　　　

イコ  トラベリング
1948－　
角野　栄子
KADOKAWA

地図でスッと頭に
入る47都道府県
なるほど知図帳
編集部/編　
昭文社

棘の家
中山　七里
KADOKAWA

きっと、大丈夫
いまたあきこ/文
黒須高嶺/絵
文研出版　

じゃない！
チョーヒカル
フレーベル館
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　寒い冬にこそお部屋に飾れる『苔』で心を癒してください。グリーンインテリアとしても最適で、
この機会に『苔』に触れてみませんか。
　期間中にお雛様バージョンで苔を使っての体験会も開催します。
作品展示期間　2月23日（木・祝）午前10時から2月26日（日）午後4時まで
体験会日時　
　①2月23日（木・祝）小さな器につくる小さな里山「ミニ盆栽づくり」
　　講　師　『紀州苔むす芽』　佳原　典子  氏
　　参加費　2,300円（材料費含む）
　※数種類の苗をご用意しています。
　※畳（敷物）は付いていません。
　②2月25日（土）ひな祭り苔玉をつくろう！
　　講　師　『苔こっこ』小宮　和美  氏
　　参加費　2,500円（材料費含む）
　※数種類の苗をご用意しています。
　※お皿、お雛様のピック付き。
　③2月26日（日）あなただけの自然の景色を作ろう『苔テラリウムづくり』
　　講　師　『green shop　いぶき』　清水　健太氏
　　参加費　4,000円（材料費含む）
　※桜のジオラマを使ってレイアウトしていただきます。
　いずれの体験会も
　　時　　間　午前10時～正午　　参加定員　10人
　　受　　付　2月5日（日）午前10時より田尻歴史館にて受付、先着順

　青少年指導員会では、次のとおり「たじりワイワイフェスタ２０２３」を開催します。青少年指導
員と協力いただく出演者の皆さんのパフォーマンスをとおして青少年とのふれあいを深めていきま
す。皆さまのご参加をお待ちしています。
　日　時　3月5日（日）午後0時40分開場、午後1時10分開演
　場　所　田尻町立公民館　１階大ホール
　内　容　ダンス・手品・クラシックバレエ・バンド演奏など小・中学生の皆さんによるパフォーマ 
　　　　　ンスを披露します。また、青少年指導員・出演者の皆さん・来場者の皆さんが一体となっ
　　　　　たパフォーマンスも予定しています。
問　社会教育課　Tel 466-5029　Fax 466-5095

　子どもの健やかな成長を祈る桃の節句であるひな祭り。泉佐野市内15カ所の会場で展示公開される
「第12回泉州ひなまつり」（泉州ひなまつり実行委員会ほか主催）の雛人形を田尻歴史館でも展示し
ます。
期　間　2月18日（土）～3月5日（日）
 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月29日～1月3日

心なごむ苔作品展～お雛様バージョン～（教室、展示/販売）

たじりワイワイフェスタ２０２３

『泉州ひなまつり』による雛人形（ひな壇かざり）の展示

田 尻 歴 史 館 催 事 案 内
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学 校 園 所 だ よ り 保育所・幼稚園・小学校・中学校の
情報をどんどん発信していきます。

たじりエンゼル（保育所・幼稚園）

田尻小学校

田尻中学校 　12月7日（水）、教育センターにて書道家・
大谷涛声（とうせい）先生による書道の特別
授業を行いました。
　初めに「清書は練習の如し」「練習は清書
の如し」という言葉を紹介され、人生のあら
ゆる場面において、普段の取り組み方が大切
であることを教えていただきました。その
後、文字を書く時の心構えや技術について実
演を交えて説明されました。生徒たちは、大
谷先生の周りに集まって、半紙に書かれる文
字を食い入るように見ながら、書道の魅力を
感じていました。

　毎年、4年生の人権教育として、車いす体
験を実施しています。車いす10台を使い、
子どもたちが活動班に分かれて、教育セン
ターのエレベーターを利用したり、小学校前
の自動販売機を利用したりするなどの体験を
行いました。　
　この体験学習は、田尻町地域包括支援セン
ター花みずき、地区福祉委員、民生児童委員
など、地域の方々と繋がって実施していま
す。大切にしたい学習の一つとなっています。

　ままごと遊びが大好きな子どもたち。保育
者や友だちと毎日繰り返し遊んでも飽きるこ
とはありません。１歳頃になると子どもたち
は、日々の生活で経験したことを再現して遊
びます。
　「自分が誰かにしてもらった心地良さを思
い起こしながら遊ぶこと」や「遊びを通して
やりとりすること」の積み重ねが、幼児期の
想像力や思考力、社会性、協調性、コミュニ
ケーション能力、言語力など多くの力に繋
がっていきます。

問　指導課　Tel 466-5024　Fax 466-5095
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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）
2月16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「リズムあそび」）

対象

予約

内容
時間

日程
令和3年4月2日～令和5年2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

2月8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
★今月のイベント★（定員15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

2月17日（金）・22日（水）のいずれか 2月15日（水）

す く す く だ よ り

ベビーマッサージ
講師：助産師

離乳食教室
講師：栄養士

リフレッシュ体操
講師：健康運動指導士

ベビートーク
講師：助産師

★育児教室★「プータン倶楽部」(定員各10組)

令和4年8月14日～10月14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 2月20日（月）

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

2月27日（月） 3月6日（月） 3月10日（金）

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
2月24日（金）午前10時30分～11時　
電話・来所で受付

内容

日時
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問　指導課　Tel 466-5024　Fax 466-5095
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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）
2月16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「リズムあそび」）

対象

予約

内容
時間

日程
令和3年4月2日～令和5年2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

2月8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
★今月のイベント★（定員15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

2月17日（金）・22日（水）のいずれか 2月15日（水）

す く す く だ よ り

ベビーマッサージ
講師：助産師

離乳食教室
講師：栄養士

リフレッシュ体操
講師：健康運動指導士

ベビートーク
講師：助産師

★育児教室★「プータン倶楽部」(定員各10組)

令和4年8月14日～10月14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 2月20日（月）

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

2月27日（月） 3月6日（月） 3月10日（金）

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
2月24日（金）午前10時30分～11時　
電話・来所で受付

内容

日時



職　種 勤務内容 資格条件 場所・
勤務時間等

申込
お問い合せ先 報酬 健保

厚年
雇用
保険

人
数

賞
与

　会計年度任用職員（非常勤職員）を募集します。お申し込みは、一人一職種のみとし、重複申込はできませんので
ご注意ください。詳細は各申込先までお問い合わせください。

労働条件等
　・任用期間は、4月1日から翌年3月31日の原則１年間（再任あり）です。
　・賞与、交通費の支給制度があります。
　・経験年数により、報酬額は異なります。
　・休暇は、有給休暇・夏季休暇・年末年始休暇・服務等特別休暇制度があります。
　・勤務時間に応じ、健保・厚年・雇用保険に加入します。
　・どの職種についても、年齢制限はありません。
　・資格条件の各種資格等については、取得見込者も可とします。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。
申込受付期間等
　申込受付期間　2月1日（水）～15日（水）午前8時45分～午後5時15分※ただし、土曜日・日曜日・祝日は除きます。
　申 込 方 法　共通必要書類…履歴書（写真貼付）
　　　　　　　　その他の必要書類…要資格職の場合は資格証明書写し
　提　出　先　職種により異なります。各問い合せ先を参照してください。

令和５年度 非常勤職員（会計年度任用職員）募集令和５年度 非常勤職員（会計年度任用職員）募集

一般事務
補助員 特になし ○ ○ ○

役場庁舎　月～金
午前9時～午後5時
(内　休憩１時間)

企画人権課
(本庁２階)
Tel 466-5019

(月額)
145,910円
　～
152,133円

1  
名

一般事務
補助員 ○ ○ ○

ふれ愛センター　月～金
午前9時～午後4時30分
(内　休憩１時間)

福祉課
(ふれ愛センタ
 ー  １階)
Tel 466-8813

こども課
(ふれ愛センタ
 ー１階)
Tel 466-5013

(月額)
135,488円
　～
141,267円

1  

名

ふるさと納税及
び70周年記念事
業業務補助

ふれ愛センター
の受付窓口・貸
館受付

高卒程度の学力
を有する方
障害者手帳をお
持ちの方
任用については、
パ ソ コ ン（ ワ ー
ド・エクセル）の
操作ができる方
を優先する場合
があります。

用務員 ○ ○ ○
ふれ愛センター　月～金
午前8時15分～午後3時45分
(内　休憩１時間)

(月額)
135,488円
　～
141,267円

1  

名
ふれ愛センター
の清掃・雑務 特になし

介護支援
専門員 ○ ○ ○

ふれ愛センター　
月～金　
午前9時～午後5時
（内　休憩１時間）

(月額)
205,174円
　～
222,025円

1  

名

要介護認定調査
及び介護保険業
務に係る事務全
般

介護支援専門員
資格

要介護認
定調査員

要介護認
定調査員

栄養士

○ ○ ○

○ ○ ○

ふれ愛センター　
月～金　
午前９時～午後４時
（内　休憩１時間）

(月額)
151,983円
　～
175,864円

(月額)
171,412円
　～
206,597円

1  

名

1  

名

要介護認定調査
及び調査票作成
業務等

介護支援専門員
又は認定調査員
研修修了

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。

たじりエンゼル
ふれ愛センター　月～金
午前8時～午後4時30分
(内　休憩１時間)

(時給)
1,500円

若
干
名

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

こども園給食の
献立作成、栄養
価計算、食材料
発注業務、調理
業務委託内容の
点検業務等

大阪府が実施す
る認定調査員研
修を受講済みの
方

栄養士資格
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職　種 勤務内容 資格条件 場所・
勤務時間等

申込
お問い合せ先 報酬 健保

厚年
雇用
保険

人
数

賞
与

こども課
(ふれ愛センタ
 ー１階)
Tel 466-5013

子育て支
援センタ
ー保育士

（クラス担
任）

○ ○ ○
（月額）

171,412円
　～
206,597円

1  

名

子育て支援センター　
月～金
午前9時～午後5時15分
(内　休憩45分)

子育て支援セン
タ ー の 運 営 管
理、育児教室、
相談、一時預か
り事業等

保育士資格又は
幼稚園教諭免許
又は業務経験を
有する方

保育士資格

○ ○ ○1  

名

産業振興課
(別館１階)
Tel 466-5008

地域就労
支援・消
費生活・
人権相談
員

（月額）
108,667円
　～
131,098円

役場庁舎　月～金
午前9時～午後3時
(内　休憩１時間)
※相談室での勤務あり

左記の相談業務
及び課の事務全
般

相談員経験者又
は行政経験者
任用については、
パソコン（ワー
ド・エクセル）
の操作ができる
方を優先する場
合があります。

○ ○ ○8  

名

学事課
(教育センター)
Tel 466-5022

支援教育
支援員

（時給）
1,034円
　～
1,206円

小・中学校　月～金
(小) 午前8時～午後4時
　　(内　休憩１時間)
(中) 午前8時15分～
　　午後４時15分
　　(内　休憩１時間)
変則勤務あり
3期休業中は、原則休み

小・中学校での
児童・生徒の学
校生活及び授業
のサポート

教員免許、保育
士資格又は経験
者

○ ○ ○1  

名
学校司書

（時給）
1,034円
　～
1,206円

小学校　火～金
午前8時15分～午後4時15分
(内　休憩１時間)
変則勤務あり
3期休業中は、原則休み

小学校図書室で
の司書業務 司書資格

○ ○ ○2  

名
教員補助
員

（時給）
1,034円
　～
1,206円

（時給）
1,034円
　～
1,206円

小・中学校及びこども園
月～金
①午前9時～午後5時
　（内　休憩1時間）
②午前9時～午後5時
　（内　4時間勤務）
変則勤務あり

教員の補助作業
（授業、教材準
備、資料作成、
事務処理の補助
等）

教員免許

子育て支
援センタ
ー保育士

○
（時給）

1,034円
　～
1,206円

3  

名

子育て支援センター　
月～金　週4日程度
午前9時～午後5時
(内　４時間程度)

子育て支援セン
ターにおける育
児教室、相談、
一時預かり事業
等

キッズ・
ルーム支
援員

（時給）
1,023円
　～
1,068円

3  

名

キッズ・ルーム
（ふれ愛センター 2階）
月～金　週3日程度
午後1時～5時

キッズ・ルーム
における受付、
安全管理指導及
びイベント補助
等

17

○ ○ ○

○ ○ ○

1  

名

1  

名

英語指導
助手
（ALT）

教員補助
員

（通訳：
 中国語）

（月額）
255,248円

小・中学校及びこども園
月～金
午8時15分～午後5時15分　
(内　6～8時間勤務)
週35時間
変則勤務あり

小・中学校及びこども園
月～金
午前８時～午後４時

小・中学校での
授業及びこども
園での保育の補
助、国際理解教
育推進事業に係
る業務

日本語指導を必
要とする児童生
徒への通訳業務

英語圏文化に精
通している方
英 語 を 母 語 と
し、現地大学以
上の教育機関を
卒業した方
日本語で日常会
話ができること

中国語が堪能で
日本語（日常会
話）が話せる方



職　種 勤務内容 資格条件 場所・
勤務時間等

申込
お問い合せ先 報酬 健保

厚年
雇用
保険

人
数

賞
与

　会計年度任用職員（非常勤職員）を募集します。お申し込みは、一人一職種のみとし、重複申込はできませんので
ご注意ください。詳細は各申込先までお問い合わせください。

労働条件等
　・任用期間は、4月1日から翌年3月31日の原則１年間（再任あり）です。
　・賞与、交通費の支給制度があります。
　・経験年数により、報酬額は異なります。
　・休暇は、有給休暇・夏季休暇・年末年始休暇・服務等特別休暇制度があります。
　・勤務時間に応じ、健保・厚年・雇用保険に加入します。
　・どの職種についても、年齢制限はありません。
　・資格条件の各種資格等については、取得見込者も可とします。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。
申込受付期間等
　申込受付期間　2月1日（水）～15日（水）午前8時45分～午後5時15分※ただし、土曜日・日曜日・祝日は除きます。
　申 込 方 法　共通必要書類…履歴書（写真貼付）
　　　　　　　　その他の必要書類…要資格職の場合は資格証明書写し
　提　出　先　職種により異なります。各問い合せ先を参照してください。

令和５年度 非常勤職員（会計年度任用職員）募集令和５年度 非常勤職員（会計年度任用職員）募集

一般事務
補助員 特になし ○ ○ ○

役場庁舎　月～金
午前9時～午後5時
(内　休憩１時間)

企画人権課
(本庁２階)
Tel 466-5019

(月額)
145,910円
　～
152,133円

1  

名

一般事務
補助員 ○ ○ ○

ふれ愛センター　月～金
午前9時～午後4時30分
(内　休憩１時間)

福祉課
(ふれ愛センタ
 ー  １階)
Tel 466-8813

こども課
(ふれ愛センタ
 ー１階)
Tel 466-5013

(月額)
135,488円
　～
141,267円

1  

名

ふるさと納税及
び70周年記念事
業業務補助

ふれ愛センター
の受付窓口・貸
館受付

高卒程度の学力
を有する方
障害者手帳をお
持ちの方
任用については、
パ ソ コ ン（ ワ ー
ド・エクセル）の
操作ができる方
を優先する場合
があります。

用務員 ○ ○ ○
ふれ愛センター　月～金
午前8時15分～午後3時45分
(内　休憩１時間)

(月額)
135,488円
　～
141,267円

1  

名
ふれ愛センター
の清掃・雑務 特になし

介護支援
専門員 ○ ○ ○

ふれ愛センター　
月～金　
午前9時～午後5時
（内　休憩１時間）

(月額)
205,174円
　～
222,025円

1  

名

要介護認定調査
及び介護保険業
務に係る事務全
般

介護支援専門員
資格

要介護認
定調査員

要介護認
定調査員

栄養士

○ ○ ○

○ ○ ○

ふれ愛センター　
月～金　
午前９時～午後４時
（内　休憩１時間）

(月額)
151,983円
　～
175,864円

(月額)
171,412円
　～
206,597円

1  

名

1  

名

要介護認定調査
及び調査票作成
業務等

介護支援専門員
又は認定調査員
研修修了

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。

たじりエンゼル
ふれ愛センター　月～金
午前8時～午後4時30分
(内　休憩１時間)

(時給)
1,500円

若
干
名

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

こども園給食の
献立作成、栄養
価計算、食材料
発注業務、調理
業務委託内容の
点検業務等

大阪府が実施す
る認定調査員研
修を受講済みの
方

栄養士資格
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職　種 勤務内容 資格条件 場所・
勤務時間等

申込
お問い合せ先 報酬 健保

厚年
雇用
保険

人
数

賞
与

こども課
(ふれ愛センタ
 ー１階)
Tel 466-5013

子育て支
援センタ
ー保育士

（クラス担
任）

○ ○ ○
（月額）

171,412円
　～
206,597円

1  

名

子育て支援センター　
月～金
午前9時～午後5時15分
(内　休憩45分)

子育て支援セン
タ ー の 運 営 管
理、育児教室、
相談、一時預か
り事業等

保育士資格又は
幼稚園教諭免許
又は業務経験を
有する方

保育士資格

○ ○ ○1  

名

産業振興課
(別館１階)
Tel 466-5008

地域就労
支援・消
費生活・
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職　種 勤務内容 資格条件 場所・
勤務時間等

申込
お問い合せ先 報酬 健保

厚年
雇用
保険

人
数

賞
与

社会教育課
(教育センター)
Tel 466-5029

一般事務
補助員 ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

（月額）
83,377円
　～
86,933円

1  

名

1  

名

公民館　月・火・木～土
午後5時～9時

公民館の夜間受
付事務等

図書館司
書

（月額）
152,133円
　～
177,314円

公民館　火・木～日
午前9時～午後5時
　(内　休憩１時間)

公民館図書室で
の司書業務

特になし

高卒程度の学力
を有する方
任用については、
パソコン（ワー
ド・エクセル）
の操作ができる
方を優先する場
合があります。

司書資格

用務員
（月額）

135,488円
　～
141,267円

1  

名

公民館　月・火・木～土
午前8時30分～午後4時
(内　休憩１時間)

公民館の清掃・
雑務
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令和4年 たじり健康ポイント
　　交換申請をしよう！
たじり健康ポイント
　　交換申請をしよう！

申請期間　2月20日(月)～3月10日(金)   土・日・祝日を除く、平日午後４時までとします。
場　　所　ふれ愛センター1階 受付横 特設窓口
対　　象　健康ポイント・介護予防支援ポイント
持 ち 物　ポイント台紙（原本）・歩数が確認できる機器・身分証明書（マイナンバーカード、健康
　　　　　保険証等）
転 換 品　必ず、事前に下記より１つ選択してください。
　　　　　①田尻漁協商品券　②QUO（クオ）カード　③UCカード　④寄付
　　　　　※転換品のお渡しは後日となります。
注　　意　1.  毎日の歩数、月間合計、総合計歩数は必ず記入してください。
　　　　　2.  代理の方が申請する場合には、申請者（代理人）の身分証明書が必要です。
　　　　　3.  ポイント交換は必ず1種類での交換です。複数の組み合わせはできません。
　　　　　4.  期限を過ぎた場合の申請は対応することができませんのでご了承ください。

問　福祉課・健康課　Tel 466-8813・Tel 466-8811　Fax 466-8841

ポイントの交換申請について
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一貫校への取組を強化します！お知らせ

元気チェック講座の申し込み

地域活動支援センター「ルリエ」バザーのお知らせ

献血にご協力ください

　生活習慣を見直し、活動的な生活を身につけ、こころも体も元気にするための教室です！
　理学療法士による個別運動プログラムを実施します。

日時・会場　毎週火曜日　午後2時～　　嘉祥寺集会場
　　　　　　毎週水曜日　午後2時～　　りんくう集会場
　　　　　　毎週金曜日　午前10時～  　吉見集会場
定　　　員　各会場5名
期　　　間　4か月（4月～7月）
募 集 期 間　3月10日（金）まで
注 意 事 項　参加者の一部の方のみ、訪問させていただきます。
　　　　　　申し込み時にチェックシートを記入していただきます。
　　　　　　その内容により選定会議を行い、優先度の高い方から
　　　　　　ご参加いただけます。
 申込・問　福祉課　Tel 466-8813　Fax 466-8814

日　時　2月25日（土）  午前10時～午後1時
内　容　物品販売のみ（飲食は無）
注　意　混み合った場合は入場制限有、マスク、手指消毒をお願いします。
場　所　地域活動支援センター　ルリエ　泉佐野市春日町1－25
　　　　（お車での来場はご遠慮ください。）
　地域活動支援センター「ルリエ」は泉佐野市・熊取
町・田尻町の委託を受け、精神・知的・身体の障がいをお
持ちの方が憩いの場として集え、相談し、仲間を作
り、様々な活動を通して社会復帰をめざしています。
地域とのつながり、障がい者理解の啓発活動としてバ
ザーを実施しています。今年は2月25日に開催いたし
ますので、多くの方の参加をお待ちしております。 
問　地域活動支援センター「ルリエ」　Tel  050-1559-0531
　　福祉課　Tel  466-8813　Fax  466-8841

教室案内　元気チェック講座（令和5年度1クール目：4～7月）

地域活動支援センター「ルリエ」案内図

日　時　2月21日（火）　午前10時～正午（11時30分まで受付）
　　　　　　　　　　　午後1時～4時30分（4時まで受付）
場　所　ふれ愛センター

問　福祉課　Tel  466-8813　Fax  466-8841
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　障害者差別解消法は、障害のある人もない人
も、互いにその人らしさを認め合いながら、共
に生きる社会をつくることをめざしています。
　この法律では、行政（国・都道府県・市町村
など）や、事業者（会社やお店など）に対し、
障害のある人への「合理的配慮」などが求めら
れています。   
「障害を理由とする差別」の禁止
　障害者差別解消法では、「障害を理由とする差
別」の禁止として、次のように定めています。
１．不当な差別的取り扱いの禁止
　障害のある人に対して、正当な理由なく、障
害を理由として差別することを禁止しています。
（例）
・障害があることを理由に、施設の利用や習い

事の入会を断ること。
・障害があることを理由に、バスやタクシーの

乗車を断ること。
・車いすを利用していることが理由で、飲食店

の入店を断ること。
２．合理的配慮の提供
　障害のある人は、社会の中にあるバリアに
よって生活しづらい場合があります。障害のあ
る人から、社会の中にあるバリアを取り除くた
めに何らかの対応を必要としているとの意思が
伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対
応することを求めています。
（例）
・筆談、文章の読み上げ、ゆっくりと丁寧な説

明など、障害の特性に応じたコミュニケー
ションの方法を工夫して、情報をうまく提供
できるような配慮をすること。

・意思疎通に障害のある人に対し、絵カードな
どを活用して意思を確認すること。

※2021年5月に同法が改正され、これまで合理
的配慮の義務付けは行政のみで、事業者には
努力義務となっていましたが、今後は義務と
して、配慮提供が求められることとなりま
す。改正法は公布日（2021年6月4日）から起

支給対象者
　令和2年4月1日（基準日）において、「恩給法
による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等
援護法による遺族年金」等を受ける方（戦没者
等の妻や父母等）がいない場合に、次の順番に
よる先順位のご遺族お一人に支給されます。

戦没者等の死亡当時のご遺族で
１．令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等

援護法による弔慰金の受給権を取得した方
２．戦没者等の子
３．戦没者等の①父母②孫③祖父母④兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有している

こと等の要件を満たしているかどうかによ
り、順番が入れ替わります。

４．上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親
族（甥、姪等）

※戦没者等の死亡時まで引き続き１年以上の生
計関係を有していた方に限ります。

支給内容
　額面25万円、5年償還の記名国債

請求期間
　令和5年3月31日（金）まで
　（請求期間を過ぎると第11回特別弔慰金を受け 
　ることができなくなりますので、ご注意くだ
　さい。）

請求窓口・問　福祉課　
　　　　　　　Tel 466-8813　Fax 466-8841

戦没者等のご遺族の皆さまへ
第11回特別弔慰金が支給されます

「障害者差別解消法」について 算して3年以内に施行されます。

　障害者差別解消法についての詳細は、内閣府
ホームページをご覧ください。
https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai.
html
問　福祉課　Tel 466-8813　Fax 466-8841
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　1歳から2歳の間に麻しん・風しんにかかる可能
性が高いので1歳になったらなるべく早く1期の予
防接種を受けるように努めてください。1回の接種
で95％以上の子どもは、免疫を得ることができま
すが、年数が経過すると免疫が下がってきます。
それを防ぐ目的で、2回の接種が必要となります。
　特に感染力の強いはしか（麻しん）は、空気を
介して人から人へとうつるため、手洗いやマスク
だけでは予防できません。ワクチン接種だけが感
染を防ぐただ一つの方法です。
対 象 者　1期　1歳～2歳未満の田尻町民
　　　　　2期　小学校入学前の1年間（年長児）
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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

健康運動指導士による運動教室！！

健活プラス

日　時　2月21日(火)　要予約　各定員15名 ※2月1日より申し込み可 
　　　　次回3月14日（火）※3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　2月17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　2月17日(金)　午前11時～11時45分　
場　所　ふれ愛センター1階　検査室
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　生姜と大根のみぞれ汁

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。
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項　　　　目 対　　　　象
日　時　・　受　付

内容・持参品受　付　場　所

田尻町在住の方ヘ ル ス 相 談
栄 養 相 談   

2月10日（金）　午後1時30分～3時
ふれ愛センター　1階　相談受付

健康・栄養に関するいろいろな相談

ふれ愛センター　1階　保健センター
5 か 月 児
健 康 診 査

2 歳 6 か 月 児
歯 科 健 康 診 査

2月14日（火）　※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

2月20日（月）　※時間は個別に通知します

計測、小児科診察、育児・栄養相談
持ち物：母子健康手帳・質問票、アンケート、バスタオル

ブラッシング指導、歯科健診、フッ素塗布（希望者のみ）、
歯科・育児・栄養相談
持ち物：母子健康手帳、質問票、ふだん使用している歯
　　　　ブラシ・コップ・タオル、バスタオル

令和4年8月14日生～
令和4年10月14日生

令和2年6月1日生～
令和2年9月30日生

乳
幼
児
健
康
診
査

■少しでも興味を持った方は、健康課または、トライ隊員に気軽に声をかけてください

日頃の姿勢、歩き方を学べるウォーキング教室です。
デューク更家氏の関西一番弟子による、きれいに歩くこ
と・健康に歩くことの両方を兼ね備えたウォーキング教
室にあなたも参加してみませんか。
 

健活ウォーキングの後は健康
カフェへ…
スマイル元気トライから健康
情報を発信！
健康レシピの試食もあります。

健康カフェ健康カフェ

健活ウォーキング健活ウォーキングウォーキング
スタイリスト
ウォーキング
スタイリスト

武當倭人先生武當倭人先生

スマイル元気トライでは近
くに歩きに行ったり、ちょ
っと遠くにまでウォーキン
グに行ったり、健康に関す
るゲームをしたり…みんな
で考えてます。

予約なしで
当日参加OK｠

問　健康課　Tel 466-8811　Fax 466-8841

膝の痛みがよくなりました。
教室に参加して長時間

歩くのが楽になりました。
(60代　女性)

健康課定例保健事業
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子育て応援（児童虐待予防）　講演会  ～「しつけ」と「体罰」の違いを考えましょう  ～

　プレママ・プレパパのみなさん、集まって交
流しませんか。アットホームな雰囲気の中、み
んなで楽しく交流いただけます。
　また、妊娠中・産後の生活や子育てのポイン
トなどをわかりやすくお伝えします。
　是非ご参加ください！
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階保健センター
持ち物　母子健康手帳
　　　　実費50円
申込み　2月22日（水）まで　
　（きょうだい保育あり　お申込みください）
※新型コロナウイルス感染症の状況により中止
　となる可能性があります。
問　健康課　Tel 466-8811　Fax 466-8841

　「しつけのために叩いた」「感情的に怒鳴ってしまった」など…子育てのやり方で悩んだ経験はあり

ませんか？

　この機会に「しつけ」と「体罰」の違いを知り、より良い方法を学んでみませんか？
　安心して子育てができるように、田尻町のこども達や養育者の方を、地域の皆で支え合いましょう。

日　時　　3月8日（水）　午前10時～11時30分（午前9時30分受付開始）

場　所　　たじりふれ愛センター　4階研修室

講　師　　　　由起子さん（大阪府子ども家庭サポーター）　

定　員　　40名（申込締切　3月1日（水）

※一時保育の申込は2月28日（火）までにお問い合わせください

申込・問　こども課　Tel 466-5013　Fax 466-8841

ラッコ倶楽部〈妊婦教室〉

2月28日（火）
午前9時50分～
正午

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
（バランス、減塩、栄養等）
　おだしのきき比べ
★試食おしゃべりタイム
（妊娠中でもおいしく食べられ
　るスイーツ）
健康課　保健師・管理栄養士
食育推進ボランティア

田尻町町制施行70周年記念プレ事業

ごみは自宅の前、集合住宅は集積所に出しましょう

生活環境課 　Tel 466-5005　Fax 465-3794
～他人の家の前などへの不法投棄は禁止～

子育て
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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

健康運動指導士による運動教室！！

健活プラス

日　時　2月21日(火)　要予約　各定員15名 ※2月1日より申し込み可 
　　　　次回3月14日（火）※3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） 
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内　容　楽しく有酸素運動・ストレッチ・筋トレ等
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　マイナンバーカードと、マイナンバーカードに記録
されている電子証明書には、下記のとおり有効期限が
あります。
マイナンバーカード　
　発行の日から10回目のお誕生日
　※発行時に20歳（令和4年4月１日以降は18歳）　
　未満であった方については、５回目のお誕生日
電子証明書　発行の日から5回目のお誕生日
　※ご年齢にかかわらず、電子証明書の有効期限は一
　　律で５回目のお誕生日です。
　マイナンバーカードの有効期限はカードの表面に記
載されていますが、電子証明書の有効期限はカードに
記載されていませんのでご注意ください。
　マイナンバーカード又は電子証明書の有効期限が近
付いた方につきましては、有効期限通知書が水色の封
筒で郵送されます。

１．マイナンバーカードの有効期限通知書
　　（マイナンバーカードの有効期限が近づいた方）
　…通知書の①の欄に「マイナンバーカード」、②の欄

に「マイナンバーカードの更新手続」と記載されて
います。

　
２．電子証明書のみの有効期限通知書
　　（マイナンバーカードに記録されている電子証　
　　明書についてのみ有効期限が近づいた方）
　…通知書の①の欄に「電子証明書」、②の欄に「電子

証明書の更新手続」と記載されています。

　電子証明書の更新手続きをされる場合は、役場の住
民課窓口において、以下の手続きが必要となります。
※電子証明書ではなく、マイナンバーカードの更新を

される場合につきましては、来庁は不要です。申請
方法は数通りありますので、届いた通知書をご覧く
ださい。

　
〔ご本人様が更新手続きされる場合〕
　以下のものをお持ちの上、住民課窓口にお越しくだ
さい。
● マイナンバーカード
●（カードの暗証番号をお忘れの場合のみ）
　マイナンバーカード以外の本人確認書類（顔写真付

きのもの1点または顔写真のないもの2点）
　※カードの暗証番号をお忘れの場合、番号の初期化

が必要となります。その際は、カード以外の本人
確認書類により本人確認をさせていただきますの
でご了承ください。

　
〔代理人に更新手続きをお願いする場合〕
　以下のものをお持ちの上、住民課窓口にお越しくだ
さい。
●申請者のマイナンバーカード
●代理人の顔写真付きの本人確認書類
●照会書兼回答書を封入し、封緘をした封筒
　　（有効期限通知書と一緒に、照会書兼回答書が

入っています。その書類に暗証番号を記入し、封筒
に入れて封緘をしたうえでカードと一緒に代理人に
渡してください。

　　暗証番号は職員が入力します。暗証番号が相違し
ている場合は、更新手続きができませんのでご了承
ください。）

　
問　住民課　Tel 466-5004　Fax 465-3794

マイナンバーカードと電子証明書の更新のお知らせ

　封筒の中には、以下の書類のいずれかが入っており、
それぞれ必要な手続きが異なります。

お知らせ
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　マイナンバーカードを所有している人は、マ

イナポータルからオンラインで転出の届出が可

能です。詳しくはデジタル庁ホームページをご

覧ください。

※マイナポータルを通じて転出届の提出をした

後は、別途、転入先市区町

　村の窓口で転入届等の手続

　が必要です。

問　住民課　

　　Tel  466-5004　Fax 465-3794

転出届はマイナポータルからも可能に！

　戸籍謄抄本等は、本籍地でのみ発行が可能で

す。本籍地が遠方にあり、窓口での請求が困難

な場合は、下記の要領で郵便により取り寄せる

ことができます。

１．郵送による請求の方法は？

　①申請書に必要事項を記入してください。

　（住民課で申請書をご用意しています。また、

　　町ホームページからダウンロード・印刷す

　　ることも可能です）

戸籍謄抄本等を郵送で請求できます！

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

　②手数料を同封してください。

　（必ず定額小為替（郵便局で販売）によりお

　　願いします）

　※戸籍謄抄本　１通450円

　　除籍（改製原戸籍）謄抄本　１通750円

③返信用の封筒を同封してください。

　（返送先の住所、氏名を記入し、郵便切手を貼っ

　てください。なお、申請者が住民登録をして

　いる住所にしか返送できません）

④本人確認資料のコピーを同封してください。

　【運転免許証・顔写真付きのマイナンバー

カード・顔写真付きの住民基本台帳カード・

その他公的機関の発行した証明書で現住所及

び顔写真の記載があるもの】

※上記の書類をお持ちでない方は、本籍地の市

区町村の戸籍担当者にお問い合わせくださ

い。

⑤上記の「①②③④」の書類を封筒に入れ、本

　籍地の戸籍担当までご請求ください。

２．誰でも請求できるの？

　戸籍は個人情報の記載されたものであるた

め、請求できる方は以下の場合に限られます。

・当該戸籍に記載されている方

・当該戸籍に記載されている方の配偶者又は直

　系親族（親、子、祖父母、孫など。兄弟姉妹

　は直系親族にはあたりません。）の方

問　住民課　Tel 466-5004　Fax 465-3794
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　マイナンバーカードと、マイナンバーカードに記録
されている電子証明書には、下記のとおり有効期限が
あります。
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　年金相談・お手続きを年金事務所でされる際
には、「予約受付専用電話」をご利用ください。
　　　　　　　　　
　

〈予約受付番号受付時間〉
　月～金（平日） 午前8時30分～午後5時15分
　ご連絡の際は、基礎年金番号の分かる年金
手帳や基礎年金番号通知書、年金証書をご準
備ください。
問　貝塚年金事務所　Tel 431-1122

年金の相談の際は、電話予約を！

　「日本年金機構」や「社会保険庁」、もし
くは「厚生労働省」などの職員と称して現金
を搾取したり、銀行口座番号や預貯金額を聞
くなど不審な電話やメール、訪問等があった
というお問い合わせがあります。
　また、「年金関係の書類」を配達できないな
どと言って運送会社を名乗り、職業や会社名
などの情報を入手しようとする電話があった
というお問い合わせも寄せられています。怪
しいなと感じたら、お近くの年金事務所また
は警察に連絡してください。
問　貝塚年金事務所　Tel 431-1122

不審な電話やメール、訪問に
ご注意ください

　「ねんきんネット」とは、いつでもご自身
の年金加入記録をインターネットで確認する
ことができるサービスです。
いつでも、最新の年金記録が確認できます！
　24時間いつでも、「ねんきん定期便」より
新しい年金加入記録を確認できます。
年金の「もれ」や「誤り」の発見が容易になりま
す！
　年金に加入されていない時期や厚生年金に
加入した期間の標準報酬額の大きな変動な

インターネットサービス
「ねんきんネット」をご利用ください

お知らせ

年　金

税

0570-05-4890
ゴ 　    ヨ   ヤ   ク   ヲ

　町府民税・固定資産税・軽自動車税など、
町税の納付がお済でない方は、至急、納付い
ただきますようお願いします。
納税相談
　災害・失業・傷病などの事情で、一括で町
税の納付が困難な場合は、申請によって分割
納付ができる場合があります。
　納付いただけず、滞納が続きますと延滞金
が加算されるだけでなく、財産（不動産、給
与、預金等）の差押え等の滞納処分を受ける
ことになります。
　納付が困難な場合は、放置せずにお早めに
税務課へご相談ください。
問　税務課　Tel 466-5003　Fax 465-3794

町税の納め忘れはありませんか？

ど、ご確認頂きたい記録がわかりやすく表示
されています。

「私の履歴整理表」で記録の確認が容易になり
ます！
　画面の指示に従って、「私の履歴整理表」が
ご自宅で簡単に作成でき、年金記録の確認に
役立ちます。
将来の年金額が試算できます！
　「年金を受け取りながら働き続けた場合の
年金は？」といった知りたい情報をご自宅で
ご覧になれるような機能があります。
※インターネットのご利用の難しい方は、貝
　塚年金事務所で年金記録をご確認いただけ
ます。
　詳しくは「ねんきん定期便・年金ネット等
専用ダイヤル」でご確認ください。
ねんきんネットのサービス登録は
　http://www.nenkin.go.jp/n_net/
ねんきん定期便・ねんきんネット専用ダイヤル
　Tel 0570-058-555／03-6700-1144

問　貝塚年金事務所　Tel 431-1122
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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ご準備ください。

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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令和４年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告

スマートフォンやパソコンで申告を

お知らせ

確定申告会場

会　　場

受付時間

注意事項

感染防止対策

開 設 日

泉佐野税務署

2月16日（木）～3月15日（水）
（土・日・祝日除く）

2月19日（日）
2月26日（日）

岸和田税務署
岸和田・泉佐野税務署

合同申告会場
2月2日（木）～2月10日（金）

（土・日を除く）
午前9時～午後4時 午前10時～午後3時

イオンモールりんくう泉南
２階イオンホール

給与所得者、年金受給者が
対象。入場整理券が必要。
　入場整理券は、午前9時
30分から午前10時までは、
１階セントラルコートにて
配付（各日200枚予定）。
　予定枚数に達し次第、受
付は終了。

入場整理券が必要
 入場整理券は、当日各会場で配付するほか、LINEを通じ
たオンライン事前発行も可能。
 当日会場で配布する入場整理券が予定枚数に達し次第、
受付は終了。
　整理券配付方法などの最新情報は、国税庁ホームページ
 令和４年分確定申告特集  を検索。
　各会場では待合場所を設けていません。
　駐車場は大変混雑しますので、お車での来場はご遠慮
ください。

令和４年分の確定申告書の受付は、2月16日（木）～3月15日（水）までです。
還付申告書は、2月15日（水）以前でも提出できます。
なお、確定申告相談会場は混雑緩和のため、入場には「入場整理券」が必要です。
国税庁ホームページで入手方法等の詳細をご確認ください。

　確定申告書は、スマートフォンやパソコンで作成をお
願いします。
　作成した申告書は、「マイナンバーカード」と「マイナン
バーカード読取対応スマートフォン」または「ＩＣカード
リーダライタ」を用意すれば、「ｅ-Ｔａｘ」を利用して提
出できます。
　なお、事前に税務署で手続きしていただければ、これら
をお持ちでない方でも、「ｅ-Ｔａｘ」をご利用できます。
　詳しくは、国税庁ホームページ「確定申告特集」をご確
認ください。

 問　泉佐野税務署　Tel 462-3471

・入場時の検温　・マスクの着用、手指消毒のお願い　・少人数での来場

問　泉佐野税務署　総務課　Tel 462-3471

スマートフォン決済アプリで
国税の納付が可能です

 　「国税スマートフォン決済専用サイ
ト」にアクセスし、利用するPay払い
（※参照）を選択。画面の表示に従っ
て納付手続きができます。
　詳しくは「スマホアプリ納付」を検索。
※「PayPay」「d払い」「au PAY」「LINE 
　Pay」「メルペイ」「amazon pay」

 問　泉佐野税務署　Tel 462-3471

犬のフンは持ち帰りましょう
～きれいなまちはマナーから～　　Tel 466-5005　Fax 465-3794

（　　　　　　　　　）
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日　　時　3月17日（金）　午後2時～午後4時
会　　場　ふれ愛センター１階　団体活動室
定　　員　個別相談　８組
※相談会は事前申込（先着順）となっています。
　都市みどり課窓口、または、電話でお申込み
　ください。
申込期間　2月6日（月）～2月28日（火）

申込先　都市みどり課　
　　　　Tel 466-5006　Fax 466-5025

空家問題でお困りではありませんか？
空家等相談会を開催します

　令和5年4月23日執行の田尻町議会議員一般
選挙について、下記のとおり立候補を予定され
る方を対象とした説明会を開催しますので、関
係者の方は、出席をお願いします。
　なお、会場等の都合により、1立候補予定者
につき2名以内の関係者の出席をお願いします。
日　時　2月28日（火）午前10時から
場　所　ふれ愛センター4階　研修室

問　選挙管理委員会事務局（総務課内）　
　　Tel 466-5021（直通）　Fax 466-8725

　法務大臣から下記のとおり人権擁護委員の委
嘱を受けられました。

山 本　健治（2期目）
【任期】令和5年1月1日から
　　　　令和7年12月31日まで（3年）

田尻町議会議員一般選挙　立候補予定者
説明会の開催について（お知らせ）

　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。

問　土木下水道課　
　　Tel 466-5007　Fax 466-5025

　　交通事故のない町づくりに
　　　　　　ご協力をお願いします。

やめよう迷惑駐車 ！
人権擁護委員に山本健治氏を再任

生活・環境

あ！危ない！

マイナポイント第２弾の対象となるマイナ
ンバーカードの申請期限が延長
されました。

※マイナンバーカードは、申請から交付まで
　に一定期間を要するため、早めのカード申
　請・取得を行ってください。

※マイナポイントの申し込み、カードの新規
　取得等に対するポイントに係るチャージ・
　お買い物、健康保険証利用の申し込み及び
　公金受取口座登録の各期限についても、令
　和5年2月末から延長となる予定です。

問　企画人権課　Tel 466-5019　Fax 466-8725

【延長前】令和４年12月末
【延長後】令和５年2月末

やま      もと            けん    じ
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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

HIV感染症/エイズとは
　HIVというウイルスが体の中で増えると、体に備わっている抵抗力（免疫）が徐々になくなり、健康な時
にはかからない感染症や悪性腫瘍等が引き起こされます。この状態をエイズ（AIDS：後天性免疫不全症候
群）と呼び、昭和56（1981）年にアメリカで最初の症例が報告され、その後急速に世界に広がりました。
　現在は、医療の飛躍的な進歩等により、早期に服薬治療を受ければ免疫力を落とすことなく、通常の生活
を送ることが可能となってきました。「エイズ＝死」のイメージは過去のもので、今では慢性疾患の一つと
位置づけられており生命予後も飛躍的に伸びています。
　HIV陽性者は令和2（2020）年末現在、世界で3,800万人、日本で、32,480人、うち大阪府は3,804人と報告
されています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　   参考：API-Netエイズ予防情報ネット、感染症発生動向システム
HIV陽性者に対する差別
　HIV感染症に対する誤った知識や偏見から、感染を理由とした就職拒否や入居拒否などの人権侵害が起こって
います。
　HIVは陽性者と一緒にいるだけで、また日常生活の中では感染することはありません。主な感染経路は性行
為で、誰もが感染する可能性がありますが、コンドームを使用するなど正しい知識をもって行動することで感
染を防ぐことが可能です。
　また、HIVに感染しても、現在では医療の進歩により、治療を受けながら感染する前と同じ生活を続ける
ことが可能です。
　一人ひとりが正しい知識を持ち、HIV陽性者が安心して学び、働き、生活できる社会を築くことが必要です。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
　平成10（1998）年には、後天性免疫不全症候群（エイズ）等感染者の人権に配慮した施策を基本理念とす
る「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」が制定されています。
コロナ差別をなくすために
　令和2（2020）年以降、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、感染された方やその家族、医療従事
者等に対する不当な偏見や差別、誹謗・中傷・いじめなどの人権侵害事象（コロナ差別）が起こっていま
す。このようなことは決してあってはならないことです。
　ウイルスに感染して病気になることはその人に責任がありません。感染者や感染者を支える人々等への差
別や偏見、ワクチン未接種者に対する誹謗・中傷なども決してゆるされるものではありません。
　差別や偏見をなくすためには、正しい情報による冷静な判断を心がけることが大切です。あやまった情報
に同調したり、ひろめたりしないよう気をつけることも必要です。
　心とからだともにウイルスに感染しないよう、わたしたち一人ひとりが感染予防などに取り組むことが
家族や大切な人の命を守ることにつながります。　　　　　　　　　　 参考：大阪府発行『ゆまにてなにわ　vol.36』

　12月10日「たじり人権のつどい2022」が田尻町立公民館で開催されました。
　テーマは「音楽をとおして人権を考える」。出演はイタリア生活文化交流協会の松本城洲夫さんとアンサ
ンブル・サビーナの皆さんで、映像を見ながら人権とのかかわりをお話いただきながら、「四季」「フィガ

ロの結婚」「カルメン」や「世界の音楽」などの演奏を聴きました。
　参加者からは、「ヒューマンライツ」は、「人間として正しいこと」
だと知りました。「これまでにたくさんの人が人権や自由のために働き
かけたり、声を上げてくれたことで今があると感じることができまし
た。」「『人権は他人事ではない。自分事である。』が心に残りました。」
といった感想をいただきました。

必要なのは、正しく知ること  HIV陽性者の人権・新型コロナウイルス感染者等の人権

たじり人権のつどい2022ヒューマン・ライツ　トーク＆コンサート
～音楽に込められたメッセージ～

町制施行70周年
記念プレ事業
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　田尻町地域防災計画に基づき、地震、津波等を想定した総合防災訓練を住民の皆さん及び関係機関の
協力のもと実施します。

日　時　3月19日（日）午前8時45分～12時頃まで
場　所　田尻駅上広場
主　催　田尻町
共　催　田尻町自主防災会　田尻町地区連合会
　　　　田尻町社会福祉協議会　田尻町消防団
　　　　泉州南広域消防本部
問　安全安心まちづくり推進局　Tel 466-5009　Fax 466-5025

令和4年度　田尻町総合防災訓練 

安全・安心トピックス

災害の備えはできていますか！　できることからはじめましょう
　今後、30年以内に発生すると言われている南海トラフ巨大地震。大阪府を含め、広い範囲で甚大な被
害が想定されています。
　自然災害は、身近に起こり得るものと認識していただき、日ごろから災害に対する
「心がまえ」と「備え」をしていただくことが重要です。
非常持ち出し品・備蓄品の準備
　・備蓄品は、最低3日分、できれば1週間分を備えておきましょう
　・飲料水は、9リットル（1人1日3リットルを目安）を家族の人数分用意しておきましょう

地域のコミュニティに参加しましょう！
　大きな災害が起こると町・消防・警察などの公的機関は十分に対応できない状況になります。日ごろ
から地域社会やご近所とのつながり、連帯感を深めることで地域の頼れるつながりとなります。
　自主防災会の中心となっている地区会は、地域最大のコミュニティ組織で、
平時から安否確認訓練など地域の安全安心につながる活動を行っています。

　大規模災害が発生すると、すぐに救援物資が届かないことが考えられますので、3～7日間程
度自足するつもりで備えましょう。
　救援物資は、避難所や役場等で配布するほか、自主防災会等を通じてお届けする予定として
います。
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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

HIV感染症/エイズとは
　HIVというウイルスが体の中で増えると、体に備わっている抵抗力（免疫）が徐々になくなり、健康な時
にはかからない感染症や悪性腫瘍等が引き起こされます。この状態をエイズ（AIDS：後天性免疫不全症候
群）と呼び、昭和56（1981）年にアメリカで最初の症例が報告され、その後急速に世界に広がりました。
　現在は、医療の飛躍的な進歩等により、早期に服薬治療を受ければ免疫力を落とすことなく、通常の生活
を送ることが可能となってきました。「エイズ＝死」のイメージは過去のもので、今では慢性疾患の一つと
位置づけられており生命予後も飛躍的に伸びています。
　HIV陽性者は令和2（2020）年末現在、世界で3,800万人、日本で、32,480人、うち大阪府は3,804人と報告
されています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　   参考：API-Netエイズ予防情報ネット、感染症発生動向システム
HIV陽性者に対する差別
　HIV感染症に対する誤った知識や偏見から、感染を理由とした就職拒否や入居拒否などの人権侵害が起こって
います。
　HIVは陽性者と一緒にいるだけで、また日常生活の中では感染することはありません。主な感染経路は性行
為で、誰もが感染する可能性がありますが、コンドームを使用するなど正しい知識をもって行動することで感
染を防ぐことが可能です。
　また、HIVに感染しても、現在では医療の進歩により、治療を受けながら感染する前と同じ生活を続ける
ことが可能です。
　一人ひとりが正しい知識を持ち、HIV陽性者が安心して学び、働き、生活できる社会を築くことが必要です。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
　平成10（1998）年には、後天性免疫不全症候群（エイズ）等感染者の人権に配慮した施策を基本理念とす
る「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」が制定されています。
コロナ差別をなくすために
　令和2（2020）年以降、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、感染された方やその家族、医療従事
者等に対する不当な偏見や差別、誹謗・中傷・いじめなどの人権侵害事象（コロナ差別）が起こっていま
す。このようなことは決してあってはならないことです。
　ウイルスに感染して病気になることはその人に責任がありません。感染者や感染者を支える人々等への差
別や偏見、ワクチン未接種者に対する誹謗・中傷なども決してゆるされるものではありません。
　差別や偏見をなくすためには、正しい情報による冷静な判断を心がけることが大切です。あやまった情報
に同調したり、ひろめたりしないよう気をつけることも必要です。
　心とからだともにウイルスに感染しないよう、わたしたち一人ひとりが感染予防などに取り組むことが
家族や大切な人の命を守ることにつながります。　　　　　　　　　　 参考：大阪府発行『ゆまにてなにわ　vol.36』

　12月10日「たじり人権のつどい2022」が田尻町立公民館で開催されました。
　テーマは「音楽をとおして人権を考える」。出演はイタリア生活文化交流協会の松本城洲夫さんとアンサ
ンブル・サビーナの皆さんで、映像を見ながら人権とのかかわりをお話いただきながら、「四季」「フィガ

ロの結婚」「カルメン」や「世界の音楽」などの演奏を聴きました。
　参加者からは、「ヒューマンライツ」は、「人間として正しいこと」
だと知りました。「これまでにたくさんの人が人権や自由のために働き
かけたり、声を上げてくれたことで今があると感じることができまし
た。」「『人権は他人事ではない。自分事である。』が心に残りました。」
といった感想をいただきました。

必要なのは、正しく知ること  HIV陽性者の人権・新型コロナウイルス感染者等の人権

たじり人権のつどい2022ヒューマン・ライツ　トーク＆コンサート
～音楽に込められたメッセージ～

町制施行70周年
記念プレ事業
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　田尻町地域防災計画に基づき、地震、津波等を想定した総合防災訓練を住民の皆さん及び関係機関の
協力のもと実施します。

日　時　3月19日（日）午前8時45分～12時頃まで
場　所　田尻駅上広場
主　催　田尻町
共　催　田尻町自主防災会　田尻町地区連合会
　　　　田尻町社会福祉協議会　田尻町消防団
　　　　泉州南広域消防本部
問　安全安心まちづくり推進局　Tel 466-5009　Fax 466-5025

令和4年度　田尻町総合防災訓練 

安全・安心トピックス

災害の備えはできていますか！　できることからはじめましょう
　今後、30年以内に発生すると言われている南海トラフ巨大地震。大阪府を含め、広い範囲で甚大な被
害が想定されています。
　自然災害は、身近に起こり得るものと認識していただき、日ごろから災害に対する
「心がまえ」と「備え」をしていただくことが重要です。
非常持ち出し品・備蓄品の準備
　・備蓄品は、最低3日分、できれば1週間分を備えておきましょう
　・飲料水は、9リットル（1人1日3リットルを目安）を家族の人数分用意しておきましょう

地域のコミュニティに参加しましょう！
　大きな災害が起こると町・消防・警察などの公的機関は十分に対応できない状況になります。日ごろ
から地域社会やご近所とのつながり、連帯感を深めることで地域の頼れるつながりとなります。
　自主防災会の中心となっている地区会は、地域最大のコミュニティ組織で、
平時から安否確認訓練など地域の安全安心につながる活動を行っています。

　大規模災害が発生すると、すぐに救援物資が届かないことが考えられますので、3～7日間程
度自足するつもりで備えましょう。
　救援物資は、避難所や役場等で配布するほか、自主防災会等を通じてお届けする予定として
います。
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活動内容
　主に小学校1年生～2年生の登校・下校時間に
合わせて、子どもたちが安全に交差点を横断で
きているかを見まもる活動を行っております。

活動場所　・りんくう漁組北側
　　　　　・泉南オート前
　　　　　・木下金物店前
　　　　　・旧古渕自転車前
　　　　　・公民館横田尻橋　　　　
活動時間　登校　午前7時40分または45分から
　　　　　下校　午後2時45分から
　　　　　　　（水曜日のみ午後1時40分）
　※活動時間は概ね30分程度

　今後も子どもたちの安全のために継続的によ
り多くの町民の方のご協力が必要です。
　通学する子どもたちの笑顔を見ながら、少し
でも見まもり活動に参加してみませんか？
　お気軽にお問い合わせください。
※たじりっちポイントを申請している方には、
　4月1日からポイントが付与されます。

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

「たじり子どもの安全見まもり隊」
ボランティア募集！！

　国による、「全国一斉情報伝達訓練」が行わ
れます。
　田尻町においても訓練放送が行われますの
で、ご理解・ご協力をお願いいたします。
　ただし、皆さまには特に行動していただく必
要はありません。
　実 施 日　2月15日（水）　午前11時頃
　放送内容　チャイム  ⇒「これは、Jアラート
　　　　　　のテストです。」×3回 ⇒ チャイム

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

Jアラートによる
全国一斉情報伝達訓練の実施

　泉州南消防組合では、下記の講習会を実施し

ています。

　申し込み方法、日程等の詳細については、当

消防組合ホームページ（https://www.senshu-

minami119.jp/）をご覧ください。

上級救命講習（年５回）

　普通救命講習で学ぶ内容に加えて、骨折、外

傷、やけどなどに対する応急手当や搬送法を学

んでいただく講習です。

　講習修了者には修了証が交付されます。

応急手当普及員講習（年２回）

　所属する事業所の従業員の方や地域の方など

に対して、「AEDの使い方」を含む心肺蘇生法を

指導していただく指導者育成のための講習です。

　講習修了者には認定証が交付されます。

応急手当普及員再講習（不定期）

　応急手当普及員の認定は、資格取得から3年

で失効します。応急手当普及員再講習を受講す

ることによって、さらに3年間有効となります。

　再講習修了者には新しい認定証が交付されま

す。

問　泉州南広域消防本部　警防部警備課

　　（平日9時～17時30分）

　　Tel 469-0119

　　（音声ガイダンス④番「警備課」）　

　　 Fax 460-2119

 救命入門コース及び普通救命講習会につ

いての相談・申し込みについては、最寄り

の消防署へご連絡ください。

 また、場合によっては、中止・延期の判

断となることもございますので予めご了承

ください。　

救急に関する講習会のご案内たじりっちポイント対象事業
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活動内容
　主に小学校1年生～2年生の登校・下校時間に
合わせて、子どもたちが安全に交差点を横断で
きているかを見まもる活動を行っております。

活動場所　・りんくう漁組北側
　　　　　・泉南オート前
　　　　　・木下金物店前
　　　　　・旧古渕自転車前
　　　　　・公民館横田尻橋　　　　
活動時間　登校　午前7時40分または45分から
　　　　　下校　午後2時45分から
　　　　　　　（水曜日のみ午後1時40分）
　※活動時間は概ね30分程度

　今後も子どもたちの安全のために継続的によ
り多くの町民の方のご協力が必要です。
　通学する子どもたちの笑顔を見ながら、少し
でも見まもり活動に参加してみませんか？
　お気軽にお問い合わせください。
※たじりっちポイントを申請している方には、
　4月1日からポイントが付与されます。

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

「たじり子どもの安全見まもり隊」
ボランティア募集！！

　国による、「全国一斉情報伝達訓練」が行わ
れます。
　田尻町においても訓練放送が行われますの
で、ご理解・ご協力をお願いいたします。
　ただし、皆さまには特に行動していただく必
要はありません。
　実 施 日　2月15日（水）　午前11時頃
　放送内容　チャイム  ⇒「これは、Jアラート
　　　　　　のテストです。」×3回 ⇒ チャイム

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

Jアラートによる
全国一斉情報伝達訓練の実施

　泉州南消防組合では、下記の講習会を実施し

ています。

　申し込み方法、日程等の詳細については、当

消防組合ホームページ（https://www.senshu-

minami119.jp/）をご覧ください。

上級救命講習（年５回）

　普通救命講習で学ぶ内容に加えて、骨折、外

傷、やけどなどに対する応急手当や搬送法を学

んでいただく講習です。

　講習修了者には修了証が交付されます。

応急手当普及員講習（年２回）

　所属する事業所の従業員の方や地域の方など

に対して、「AEDの使い方」を含む心肺蘇生法を

指導していただく指導者育成のための講習です。

　講習修了者には認定証が交付されます。

応急手当普及員再講習（不定期）

　応急手当普及員の認定は、資格取得から3年

で失効します。応急手当普及員再講習を受講す

ることによって、さらに3年間有効となります。

　再講習修了者には新しい認定証が交付されま

す。

問　泉州南広域消防本部　警防部警備課

　　（平日9時～17時30分）

　　Tel 469-0119

　　（音声ガイダンス④番「警備課」）　

　　 Fax 460-2119

 救命入門コース及び普通救命講習会につ

いての相談・申し込みについては、最寄り

の消防署へご連絡ください。

 また、場合によっては、中止・延期の判

断となることもございますので予めご了承

ください。　

救急に関する講習会のご案内たじりっちポイント対象事業
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1．沿道応援ブース　
　  コース沿道では応援ブースの設置を行います。
　  皆様も一緒にランナーを応援して 大会を盛り上げましょう。
  　★たじりっち広場前では、田尻町青年団やたじりっちも応援するよ！
      ★田尻町の友好都市である宮城県大崎市（旧田尻町）から  羽生直樹選手（ゼッケン108）と 
　　  羽生良樹選手 （ゼッケン107）もゴールをめざします。
2．応援したいランナーの位置がすぐわかる！！「応援navi」
　  パソコン・タブレット・スマートフォンでアプリをダウンロードして、ランナーの現在位置が
　  確認できます。コースを先回りして家族や知人へ声援を送ろう！
3．フィニッシュ会場イベント 　　
　  フィニッシュ会場のりんくう公園高架下駐車場近くでは午前11時より「物産展」を開催。「夕日の見える丘」に特 
　  設ステージを設け「大抽選会」や「表彰式」など盛りだくさんのイベントを予定しています。また、「りんくう公
　  園」では親子ランニング（要事前予約）も正午より開催されます。
◎交通規制に対する皆様のご協力を！ 
　　大会当日は、マラソンコ－スにあたる堺阪南線（旧26号線）、泉佐野岩出線などで、通行止め等の交通規制が行
　われます。なお、路線バスの南海バス、南海ウイングバス、南海電鉄高師浜線代行バス、水鉄バスは、一部運行休
　止や迂回運行をいたします。 
　★皆様方には大変ご迷惑をおかけしますが、何卒ご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
 問 （一社）KIX泉州ツーリズムビューロー　岸和田市宮本町27-1　泉州ビル２F　
      　 Tel 479-3620    ホームページ  http://www.senshu-marathon.jp/

第30回　KIX泉州国際マラソン2月12日（日）午前10時30分スタート！！

　仕事と子育ての両立をめざす方のお仕事さがしを応援するため、専門スタッフが担当者制による個別支援（応募書
類作成や面接対策、求人の案内等）で就職に向けて全面サポート！お子様連れでも安心してお越しいただけるよう
キッズスペースや授乳室も完備！ご利用の際は事前の予約も可能です。是非ご利用ください。
https://isite.mhlw.go.jp/osaka-hellowork/list/sano/kyushokusha/mothers.html　　　　　　　　QRコード
 問　ハローワーク泉佐野（職業相談部門：マザーズコーナー）Tel 463-0565（部門コード41＃）

ハローワークは子育て中の皆様のお仕事さがしを応援します！

事一 般 記

規制時間（車輌通行・駐車禁止）
　午前10時15分～午後3時40分ごろ
　※ランナー通過時は、コース上を歩行
　　横断できません。

交通規制予想時刻表(抜粋)

交通規制へのご協力のお願い

　堺
高　石
泉大津
岸和田
貝　塚
泉佐野
田　尻
泉　南

規制開始
10：15
10：15
10：45
10：45
11：00
11：25
12：00
11：50

12：00
12：10
12：50
13：25
13：45
15：40
15：30
15：30

規制解除

「応援navi」
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　川などの水が汚れる原因の約８割が、台所やお
風呂、洗濯などの日常生活による「生活排水」で
す。この生活排水の影響は、河川流量が減少する
冬季に大きくなります。

　いろいろな事情で小学校や中学校を卒業できな
かった方、実質的に十分な教育を受けられないま
ま中学校を卒業した方、夜間中学校でいっしょに
勉強しましょう。
　「あいうえお」から勉強でき、授業料はいりま
せん。
　入学受付期間　4月28日（金）まで（学校の休業日
　　　　　　　　（土・日・祝）を除く）
　対　象　者　大阪府に住んでいる15歳以上の
　　　　　　　　   方が入学できます。（4月1日現在）
（注）大阪府以外に住んでいる人は、教育委員会
または夜間学級のある学校に相談してください。
※外国籍の方も入学できます。

申込・問　岸城中学校
　　　　    Tel・Fax 438-6553（夜間学級専用）

★「生活排水」を下水道と合併処理浄化槽による 
　適切な処理へ
　⇒下水道が整備されたら、すぐに接続を！
　　当面下水道整備が見込まれない地域では、合

併処理浄化槽の設置を！
　　設置されている方は、定期的に保守点検・清

掃を行い、法定点検を受けましょう！
問　大阪府環境農林水産部　環境管理室　　
　　Tel 06-6210-9585　Fax 06-6210-9584
　　【ホームページはこちら】
　　http://www.pref.osaka.jp/kankyohozen/sei-hai/
　　大阪府　生活排水　を　検索

みなさんに心がけてほしいこと！
◆食器や鍋の汚れは、紙などで拭き取った

り、ヘラでかき取ってから洗いましょう。
◆味噌汁、スープ、飲み物などは必要な分だ
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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　田尻町硬式テニス連盟　　後　　援　田尻町教育委員会
期　　間　令和5年4月から6月まで（1期　3か月）
開催日時　毎週水曜日（初級者・初中級者）午後7時～9時／毎週金曜日（中級者）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）】　簡単な試合ができる（ストローク、ボレー、サーブ等）程度まで
　　　　　【初中級者（Bクラス）】　基礎練習及び実践的な練習
　　　　  【中 級 者（Cクラス）】　試合形式の練習
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　2月22日（水）から3月3日（金）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　3月5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　詳細は下記へお問い合わせしてください。
問　田尻町スポーツ協会　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

　「SUUMO住民実感調査2022 関西版」が発表されま
した。住んでいる人に愛され、将来もずっと住み続
けたいかをたずねたものです。本町は、次のとおり
注目エリアとして紹介されています。

【街の魅力別自治体ランキング】
子育てに関する自治体サービスが充実している

介護や高齢者向けサービスなどが充実している

　町内には保育園から中学校までがすべて１つずつ
で１か所にまとまっており、家族ぐるみのつながり
が長く保たれている環境がそろっているなど、子ど
も・高齢者に関する項目で住民の評価が高い結果と
なりました。

問　企画人権課　Tel 466-5019　Fax 466-8725

街の魅力別自治体ランキング
注目エリアとして田尻町を紹介

１位

２位

３位

兵庫県明石市

大阪府泉南郡田尻町

大阪府箕面市

１位

２位

３位

大阪府泉南郡田尻町

和歌山県有田郡有田川町

大阪府箕面市

関西国際空港で新しいあなたを発見してみませんか？
　「空にまつわる仕事」と聞いて皆さんはどんな職
業をイメージしますか？空港ではCAやパイロットだ
けでなく、飛行機を安全に飛ばすために、さまざま
な職種の人々が日々働いています。
　現在、「関西空港で働こうネット」というお仕事
紹介サイトでは、お客さまの出発・到着のお手伝い
をするグランドスタッフをはじめ、空港の安全を守
る保安業務など、空港・飛行機に携わる仕事に興味
がある方や国内外のお客さまに寄り添って仕事をし
たい方を募集しています！
　国際空港でしか味わえない出会いや経験がたくさ
ん待っています。ぜひこの機会に一緒にステキな旅
のお手伝いをしてみませんか？皆さんのご応募お待
ちしています！
詳細はこちら：http://www.kanku-hatarakou.net/

※URLもしくは2次元コード、適切な方をご使用くだ
　さい。

出典：「SUUMO住民実感調査2022 関西版」リクルート調べ
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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募集中。

【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・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～

2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
● ●

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

　季節に合わせた寄せ植えを楽しんでいます。
インテリアとしておすすめです！
日　時　第3月曜日　午後1時30分～3時まで
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　1,000円

【園芸講座】

おすすめ講座のご案内

　「子どもが好きで、お手伝いがしたい」など、興味ある方の参加を募集しています。一度参加してみ
ませんか？
　田尻町地区福祉委員会は、田尻町社会福祉協議会に属する地域福祉活動を推進する団体です。昨年か
ら子育て中の保護者とその子どもが、地区福祉委員や地域の方と交流できる居場所づくりをめざして、
子育て応援イベントを開催しています。地区福祉委員会では、これからも定期的に開催する予定です。

田尻町地区福祉委員会は子育てを応援しています♬

※令和4年12月に開催したイベント「元気100倍ギュ～ッ♥」の様子
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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

　1月8日（日）、中学校運動場において、令和5
年の新春を飾る田尻町消防出初式を挙行しまし
た。
　消防団、少年消防クラブによる規律を重んじ
た一斉放水訓練を行い、消防関係、町内各種団
体や住民の皆さまに多数ご来場いただきまし
た。
　本年が災害のない平穏な年になることを心か
ら祈念いたします。

　令和4年11月22日（火）に、消防消火技術を競
い合う第9回大阪府下警防技術指導会が開催さ
れました。泉州南消防組合を代表して泉南消防
署の「泉南ポンプ隊」が見事に大阪府下で最優
秀賞を受賞し、泉州南消防組合が大会２連覇を
達成しました。

第９回大阪府下警防技術指導会出場
「泉南ポンプ隊」が最優秀賞に輝く！！

消防出初式を挙行

第65回　全国硬筆作品展覧会で各賞を受賞

問　安全安心まちづくり推進局　
　　Tel 66-5009　Fax 466-5025

会長賞
大阪府立三国丘高校　2年生

谷川　結奈さん

大阪府知事賞
田尻町立小学校　5年生
坂口　日鞠さん

泉佐野市議会議長賞
田尻町立小学校　3年生
谷川　瑛太さん

会  

長  

賞

大
阪
府
知
事
賞

泉
佐
野
市
議
会
議
長
賞
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　（ふれ愛センターでは受付を行っていないものもあります。）

開 設 相 談 日　　　時 場　　　所 お問い合わせ 備　　考

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

【面談による相談】
毎週水曜日
午前10時～正午

ふれ愛センター 1 階
ボランティアビューロー

相談支援員がお受けします。
まずはお電話ください。

【電話による相談】
随時

ご希望の方は、ご家庭にもう
かがいます。

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

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

ご希望の方は事前に連絡をお
願いします。

毎週月～金曜日
午前9時～午後5時

住 宅 相 談

健康課
電 話 466－8811
FAX 466－8841

毎週月～金曜日
午前9時～午後5時 健康課 こころの健康相談

毎週月～金曜日
午前9時～午後5時

指導課
電 話 466－5024
FAX 466－5095

教育センター進路選択支援相談

指導課
電 話 466－5024
FAX 466－5095

毎週火曜日
午前10時～午後 4 時

ふれ愛センター   1 階
たじりカウンセリング
ルーム
教育センター

教 育 相 談
【要予約】

生 活 困 窮 に
関 す る 相 談

毎週月～金曜日
午前9時～午後5時

ふれ愛センター   1 階
相談室

こども課
電話 466－5013
FAX 466－8841

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

児童家庭相談
【要予約】

毎週月～金曜日
午前９時～午後５時 電話 465-3755

FAX 465-3368

地域包括支援センター
花みずきふれ愛センター１階

花みずき
地域包括支援センター
花みずきによる相談

高齢者・障害者
相 談

産業振興課
電話 466-5018
FAX 466-5025

産業振興課毎週月～金曜日
午前9時～午後5時

ふれ愛センター
相談スペースほっ…と。

毎週月・木曜日
午前10時～正午
午後1時～2時30分

就 労 相 談 ・
消費生活相談

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

企画人権課
電 話 466-5019
FAX 466-8725

2月22日（水）
午後1時～4時

ふれ愛センター   1 階
団体活動室

原則毎月第4水曜日に実施
人権擁護委員による相談

企画人権課毎週月～金曜日
午前9時～午後5時 人権相談員がお受けします。

ふれ愛センター
相談スペースほっ…と。

毎週月・木曜日
午前10時～正午
午後1時～2時30分

人権相談員がお受けします。

人 権 相 談
（生活なんでも相談）

女性のための相談
【要予約】

2/20㈪午後3時締切

2月22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）

2月16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

事　例　新聞折込広告の商品を注文するために電話したところ、サプリメントの購入を勧められ、サンプルだけ受
　　　け取るはずが「定期購入」になっていた。

ひとことアドバイス
　　通信販売での「定期購入」に関する相談が全国の消費生活センター等に引き続き多く寄せられています。相談

の多くがインターネット通販でのトラブルですが、テレビショッピング、ラジオショッピング、新聞広告等によ
る通販、カタログ通販などによるトラブルもあります。

　　「通信販売」は、クーリング・オフができませんので、注文後は消費者の都合だけで一方的にキャンセルすること
はできません。

　　テレビ・ラジオショッピングや新聞広告を見て販売業者に電話で注文する時は、不要な商品を購入したり、意
図しない「定期購入」の契約を結ばないようにご注意ください。

　　「定期購入」は、解約を申し出ない限り、定期的に商品が届くので、トラブルが生じた場合は放置せず、家族
や周りのひと、消費者ホットライン１８８（局番なし）等にご相談ください。

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№53 「おトクにお試しだけ」のつもりが「定期購入に！？」

、
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　（ふれ愛センターでは受付を行っていないものもあります。）

開 設 相 談 日　　　時 場　　　所 お問い合わせ 備　　考

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

【面談による相談】
毎週水曜日
午前10時～正午

ふれ愛センター 1 階
ボランティアビューロー

相談支援員がお受けします。
まずはお電話ください。

【電話による相談】
随時

ご希望の方は、ご家庭にもう
かがいます。

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

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

ご希望の方は事前に連絡をお
願いします。

毎週月～金曜日
午前9時～午後5時

住 宅 相 談

健康課
電 話 466－8811
FAX 466－8841

毎週月～金曜日
午前9時～午後5時 健康課 こころの健康相談

毎週月～金曜日
午前9時～午後5時

指導課
電 話 466－5024
FAX 466－5095

教育センター進路選択支援相談

指導課
電 話 466－5024
FAX 466－5095

毎週火曜日
午前10時～午後 4 時

ふれ愛センター   1 階
たじりカウンセリング
ルーム
教育センター

教 育 相 談
【要予約】

生 活 困 窮 に
関 す る 相 談

毎週月～金曜日
午前9時～午後5時

ふれ愛センター   1 階
相談室

こども課
電話 466－5013
FAX 466－8841

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

児童家庭相談
【要予約】

毎週月～金曜日
午前９時～午後５時 電話 465-3755

FAX 465-3368

地域包括支援センター
花みずきふれ愛センター１階

花みずき
地域包括支援センター
花みずきによる相談

高齢者・障害者
相 談

産業振興課
電話 466-5018
FAX 466-5025

産業振興課毎週月～金曜日
午前9時～午後5時

ふれ愛センター
相談スペースほっ…と。

毎週月・木曜日
午前10時～正午
午後1時～2時30分

就 労 相 談 ・
消費生活相談

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

企画人権課
電 話 466-5019
FAX 466-8725

2月22日（水）
午後1時～4時

ふれ愛センター   1 階
団体活動室

原則毎月第4水曜日に実施
人権擁護委員による相談

企画人権課毎週月～金曜日
午前9時～午後5時 人権相談員がお受けします。

ふれ愛センター
相談スペースほっ…と。

毎週月・木曜日
午前10時～正午
午後1時～2時30分

人権相談員がお受けします。

人 権 相 談
（生活なんでも相談）

女性のための相談
【要予約】

2/20㈪午後3時締切

2月22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）

2月16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

事　例　新聞折込広告の商品を注文するために電話したところ、サプリメントの購入を勧められ、サンプルだけ受
　　　け取るはずが「定期購入」になっていた。

ひとことアドバイス
　　通信販売での「定期購入」に関する相談が全国の消費生活センター等に引き続き多く寄せられています。相談

の多くがインターネット通販でのトラブルですが、テレビショッピング、ラジオショッピング、新聞広告等によ
る通販、カタログ通販などによるトラブルもあります。

　　「通信販売」は、クーリング・オフができませんので、注文後は消費者の都合だけで一方的にキャンセルすること
はできません。

　　テレビ・ラジオショッピングや新聞広告を見て販売業者に電話で注文する時は、不要な商品を購入したり、意
図しない「定期購入」の契約を結ばないようにご注意ください。

　　「定期購入」は、解約を申し出ない限り、定期的に商品が届くので、トラブルが生じた場合は放置せず、家族
や周りのひと、消費者ホットライン１８８（局番なし）等にご相談ください。

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№53 「おトクにお試しだけ」のつもりが「定期購入に！？」

、

　11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。今回は
第4弾です。声の広報のボランティアとして活動
していただいている在木清子さんを紹介します。

活 動のきっかけは？
　広報の朗読の講習が約20年前にあって、その
まま活動を終えるのがもったいないということ
で活動が始まりました。

や りがいは？
　実際に聞いていただいている方の声を聞くこ
とがあるのですが、必要とされていることがや
りがいになっています。また、5人で集まって
やっているので、みんなと会えることが楽しい
です。
　また、広報を読むことで田尻町はこんな事業
をやっているんだと気づけることが多く、自分
のためにもなっています。
　広報は大事な情報が多く載っているので、少
しでも多くのみなさんに届くようにと思いなが
らやっています。

田 尻町について
　田尻町のいいところはみなさん知り合いで、
東西南北歩いて行けるところだと思います。町
民の皆さまは良い方が多いし、町内顔見知りで
ご近所付き合いが他のまちと違うと思います。

町 民へひとこと
　少子高齢化で隣近所の関係が希薄になってい
ます。近所の方を気遣う気持ちがこれからます
ます大事になってくると思います。

今 後の目標は？
　頑張って読んでいるので、こんな活動をしてい
るということを町民の皆さまに知ってもらいた
い。視覚障害者だけでなく、高齢者など読むのが
辛くなっている人にも聞いてもらいたいです。

39

皆さんにもっと聞いてほしい！皆さんにもっと聞いてほしい！

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

声の広報のボランティアの活動については福祉課までお問い合わせください。
問　福祉課　Tel 466-8813　Fax 466-8841

声の広報の皆さ
ん

をご紹介！

左上から、立石一美さん、金田美穂子さん、綛谷喜代子さん
　　　　　在木清子さん、大門たき子さん
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月 火 水 木 金 土

〈公民館休館日〉 建国記念の日

天皇誕生日

〈公民館休館日〉

〈公民館休館日〉

〈公民館休館日〉

〈公民館休館日〉

田尻町　令和5年    2月  行事カレンダー

1月

20

29 3130 321 4

14

※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　　歴 ＝ 田尻歴史館　
　　　　　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.22）
    午後１時30分～

ふ 認知症カフェ
　 午後1時30分～

ふ 献血（P.19）
　 午前10時～ 相 女性のための相談

  （P.38）
    午前10時～

3月

教育委員学校園訪問
教育委員会会議

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.22）
     時間は個別通知

KIX泉州国際マラソン
午前10時30分
スタート Jアラート訓練

（P.32）
午前11時～

た 健活ウォーキン
　 グ教室（P.22）
    午前10時～
た 健康カフェ
   （P.22）
     午前11時～

ルリエバザー
（P.19）
午前10時～

ふ 2歳6か月児健康
　  診査（P.22）
　  時間は個別通知

たじりっちポイント
台紙配布開始（P.8）

たじり安全安心見守
り隊申込開始

（P.9）

た なごみの里カフェ
    午後1時～
    吉見集会所

空家等相談会申込
開始（P.29）

公  行政書士相談
　（P.38）

公 おはなし会
　 午前11時～
公  公民館講座
 「折り紙ヒコーキ
　  教室」
　午後1時30分～

令和４年分確定申告・町申告受付期間　
2月16日～3月14日まで（土・日・祝日除く）
令和４年分確定申告・町申告受付期間　
2月16日～3月14日まで（土・日・祝日除く）（P.27）

健康ポイント交換申請　2月20日～３月10日まで（土・日・祝日除く）健康ポイント交換申請　2月20日～３月10日まで（土・日・祝日除く）（P.18）

公  公民館講座
　「バレンタインハ
　   ートのトピアリ
       ー」
     午後1時30分～
　歴   バレンタイン
     コンサート
     午後7時～

議会

議会

〈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〉

た 健活プラス（P.22）
   午前10時～

た ラッコ倶楽部
　（P.23）
   午前9時50分～

議会議員立候補
予定者説明会（P.29）

会計年度任用職員募集　2月1日～2月15日まで（P.16）会計年度任用職員募集　2月1日～2月15日まで（P.16）


