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歴史に誇りを　未来に夢を　みんなでつなぐ田尻町

田尻町総合防災訓練
日時：3月19日（日）午前9時20分～　
場所：田尻駅上広場
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防災特集号 その日は明日かも知れない！　大規模災害に備える

田尻町にもその日は必ずやってきます田尻町にもその日は必ずやってきます

　私たちの住む日本は、気象、地形などの自然条件から、地震、津波、台風、洪水などの災害が起こりや
すく、特に近年は地球温暖化の進行などによる気候変動により自然災害が激甚化、頻発化しています。
田尻町でも平成30年9月の台風21号の強風によりたくさんの住宅が被害を受けました。
　また、近い将来高い確率で起こると言われている南海トラフ巨大地震への警戒感がどんどん高まっ
ています。南海トラフ巨大地震が発生すると田尻町でも大きな被害が想定されています。
　明日起こるかもしれない大規模災害に備え、今一度、家庭での防災対策を見直しましょう。

南海トラフ地震とは
　南海トラフとは、駿河湾から足摺岬の沖合に広が
る約700㎞に渡るプレート（岩盤）境界のことで、
100～150年間隔でマグニチュード7～8規模の巨大
地震が繰り返し発生してきました。
　前回の南海トラフ地震（昭和南海地震）からすでに
80年近くが経過しており、次の南海トラフ地震は今
後30年以内に70～80％、50年以内に90％程度もし
くはそれ以上の確率で発生すると言われています。
　南海トラフ地震が発生した場合、田尻町を最大震
度6弱のゆれが襲い、建物全壊や死傷者がたくさん
出ることと、80分後には最大で3.3ｍの津波が襲っ
てくることが想定されています。

過去の南海トラフ地震
1605年　慶長地震 Ｍ7.9
1707年　宝永地震 Ｍ8.6
1854年　安政東海地震 Ｍ8.4
　　　　 安政南海地震 Ｍ8.4
1944年　昭和東南海地震 Ｍ7.9
1946年　昭和南海地震 Ｍ8.0
20●●年　南海トラフ巨大地震

◀

◀

◀

◀

◀

102年

147年

90年

2年
すでに77年
次はいつ？

地震の規模

南海トラフ巨大地震
（海溝型）

マグニチュード9.0～9.1
震度5強～6弱

最短80分で到達
最大3.3m

639棟 970棟

205人 98人

マグニチュード7.7～8.1
震度6弱～6強

中央構造線断層帯地震
（直下型）

建物全半壊棟数
死傷者数

津波の規模

田尻町の地震被害想定
（南海トラフ巨大地震、中央構造線断層帯地震の場合）

（出典：気象庁）

（写真提供：岩手県野田村）（写真提供：岩手県野田村）
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日ごろの備えから始めよう日ごろの備えから始めよう
　自分の安全は自分で守るのが防災の基本です。災害時に命を失ったり、大けがをしてしまったら家
族を助けることができません。いつ災害が起きても慌てないように、まずは自分の身のまわりの備え
から始めてください。

　令和5年2月下旬に配布した「田尻町総合防災マップ」や「WEB版ハザードマップ」で確認し、避難
経路なども家族で共有しておきましょう。

②地震に備えて家具の転倒防止・自宅の耐震化
　　1995年の阪神・淡路大震災では、6400人余りの

方が亡くなりました。そのうち8割は、家屋の全半
壊や転倒した家具の下敷きとなって圧死、窒息死
により尊い命が失われました。

　　家具や電化製品の固定、ガラス飛散防止フィル
ムなどで屋内の安全性を高めましょう。

　　自宅の耐震化も有効です。田尻町では、耐震診断
や耐震化工事に係る費用の一部を補助しています。

■田尻町耐震診断・耐震改修補助金制度
問　都市みどり課　Tel 466-5006　Fax 466-5025

③持ち出し品・備蓄品の準備
　　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、物資

などの支援体制が整うまで少なくとも3日はかかると言われています。
　　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）を目安に家族の人数分用意しておきましょう。

・田尻町にどのような災害が起こりうるのか
・自宅などにどのような被害が想定されるのか
・どこに避難したらいいのか

①自宅の災害リスク、被害想定などを確認しよう

WEB版田尻町
ハザードマップ

耐震補助制度

　ローリングストックとは、普段か
ら使っている食材・加工品を多めに
買っておき、使ったら使った分だけ
買い足して、常に一定量のストック
がある状態を保つことです。
　常に新しくなるので、消費期限切
れの心配もないの
で安心です。

【ローリングストックを
　　　　　　心がけましょう】
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地震のときに取るべき行動地震のときに取るべき行動
グラグラッ！

①天気を確認しよう！
　・台風の大きさ、強さ、進路　・前線の動き　・雨量
　・今降っている地域　・今後の見通し（大雨警報・洪水警報）
　※泉州地域に大雨警報が発表されることがあります　　が、「田尻町」に発表された警報を確認してく
ださい。
②警戒レベルととるべき行動！
　・警戒レベルとは？
　　　災害発生の危険度を直感的に理解し、的確に

避難行動を取ることができるように、避難に関
する情報や防災気象情報等を5段階で表していま
す。テレビ・ラジオ・インターネットで確認す
ることができます。

　・とるべき行動は？
　　田尻町から避難情報を発表します。

風水害から身を守ろう風水害から身を守ろう

〇大雨警報（浸水害）　　　警戒レベル3　　➡ 高齢者、障害のある方等は避難開始
　　　　　　　　　　　　    警戒レベル4　　➡ 危険な場所にいる全員に避難指示
〇大雨警報（土砂災害）　　警戒レベル3　　

　　　　　　　　　　　　　警戒レベル4　
➡ 田尻町内では特に避難の必要はなし

緊急地震速報が流れてか
ら揺れがおさまるまで姿
勢を低くし頭を守り、動
かない。

揺れがおさまったら、家族の
安全を確認し、ガスの元栓を
締め、電気のブレーカーを落
とし、ドアや窓を開けて避難
の準備をする。

【通電火災・電気火災】
　阪神・淡路大震災では停電
の復旧後に多くの火災（通電
火災）が発生し、東日本大震
災で発生した火災の多くが電
気関係の出火（電気火災）で

した。避難するときは必ず電気のブレーカーを
落としましょう。

【無事印（ぶじるし）タオル】
　無事印タオルを玄関先に掲げることで外から安否を確認することができます。
災害時にすぐに出せるよう玄関付近に備えておきましょう。

大きな揺れの後には、津波が
襲ってくるかもしれません。町
からの防災情報のほか、スマホ
やラジオなどで情報収集し、念
のために南海本線より山側へ避難してくださ
い。逃げ遅れたら緊急的に津波避難ビルなど
へ避難してください。

①身を守る

③避難・情報収集

②安全確保
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2023たじり新年互礼会を開催

マイ・タイムラインを作って安全に逃げよう！
マイ・タイムライン（我が家の避難計画）とは？
　台風の接近によって考えられる災害に備えて、いざというときに慌てずに行
動するために、いつ、何をするのかを時間ごとに整理しておくものです。
　マイ・タイムラインを作って余裕をもって避難しましょう。
　「総合防災マップ説明会」にてマイ・タイムライン作成方法を説明します。
　簡単に作成できますので、この機会に一緒に作りましょう！

　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
民の皆さま及び関係機関の参加協力のもと実施します。
　総合防災訓練開始前には、自主防災会（地区会）による安否確認、避難訓練が行われます。
　避難訓練の詳細につきましては、地区会から配布される資料をご覧ください。
　※訓練当日は、午前8時45分に訓練放送（サイレン、携帯電話の緊急速報メール等）が鳴ります。

田尻町総合防災マップを活用しましょう
～ あなたの家族の大切な命を守るため ～

　総合防災マップの活用方法等について、説明会を開催
いたします。
　身近にどのような災害の可
能性があるかを知っておく必
要があります。
　マイ・タイムライン（我が
家の避難計画）は、災害時に
あわてず行動できるよう事前
に作っておくものです。
　マイ・タイムラインの作成
方法についても説明しますの
で、たくさんのご参加をお待
ちしています。

総合防災マップ説明会を開催します

◆防災マップ説明会
　3月23日（木）　午後7時～
　3月25日（土）　午前10時～
　　　　　　　   　午後1時～
　3月26日（日）　午前10時～
　3月29日（水）　午後7時～
いずれも、ふれ愛センター ４F　研修室

田尻町総合防災マップと
筆記用具をご持参ください。

⑴災害対策本部設置訓練
⑵災害広報訓練
⑶被害状況報告訓練
⑷警戒区域設定訓練
⑸障害物除去訓練
⑹情報連絡無線通信訓練
⑺水防訓練
⑻避難所開設・避難誘導訓練
⑼初期消火訓練

⑽救出救助訓練
⑾応急救護所開設訓練
⑿医療救護訓練
⒀ライフライン応急復旧訓練
⒁被害状況収集訓練
⒂救援物資等輸送訓練
⒃非常食炊出し訓練
⒄一斉放水訓練
⒅復旧状況等視察（はしご車試乗訓練）

展示や体験コーナーもあるよ！！

日　時　3月19日（日）
安否確認、避難訓練（各地区にて）　午前8時45分～
総合防災訓練（田尻駅上広場）　午前9時20分～12時頃まで

田尻町総合防災訓練田尻町総合防災訓練

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



4

地震のときに取るべき行動地震のときに取るべき行動
グラグラッ！

①天気を確認しよう！
　・台風の大きさ、強さ、進路　・前線の動き　・雨量
　・今降っている地域　・今後の見通し（大雨警報・洪水警報）
　※泉州地域に大雨警報が発表されることがあります　　が、「田尻町」に発表された警報を確認してく
ださい。
②警戒レベルととるべき行動！
　・警戒レベルとは？
　　　災害発生の危険度を直感的に理解し、的確に

避難行動を取ることができるように、避難に関
する情報や防災気象情報等を5段階で表していま
す。テレビ・ラジオ・インターネットで確認す
ることができます。

　・とるべき行動は？
　　田尻町から避難情報を発表します。

風水害から身を守ろう風水害から身を守ろう

〇大雨警報（浸水害）　　　警戒レベル3　　➡ 高齢者、障害のある方等は避難開始
　　　　　　　　　　　　    警戒レベル4　　➡ 危険な場所にいる全員に避難指示
〇大雨警報（土砂災害）　　警戒レベル3　　

　　　　　　　　　　　　　警戒レベル4　
➡ 田尻町内では特に避難の必要はなし

緊急地震速報が流れてか
ら揺れがおさまるまで姿
勢を低くし頭を守り、動
かない。

揺れがおさまったら、家族の
安全を確認し、ガスの元栓を
締め、電気のブレーカーを落
とし、ドアや窓を開けて避難
の準備をする。

【通電火災・電気火災】
　阪神・淡路大震災では停電
の復旧後に多くの火災（通電
火災）が発生し、東日本大震
災で発生した火災の多くが電
気関係の出火（電気火災）で

した。避難するときは必ず電気のブレーカーを
落としましょう。

【無事印（ぶじるし）タオル】
　無事印タオルを玄関先に掲げることで外から安否を確認することができます。
災害時にすぐに出せるよう玄関付近に備えておきましょう。

大きな揺れの後には、津波が
襲ってくるかもしれません。町
からの防災情報のほか、スマホ
やラジオなどで情報収集し、念
のために南海本線より山側へ避難してくださ
い。逃げ遅れたら緊急的に津波避難ビルなど
へ避難してください。

①身を守る

③避難・情報収集

②安全確保

5

2023たじり新年互礼会を開催

マイ・タイムラインを作って安全に逃げよう！
マイ・タイムライン（我が家の避難計画）とは？
　台風の接近によって考えられる災害に備えて、いざというときに慌てずに行
動するために、いつ、何をするのかを時間ごとに整理しておくものです。
　マイ・タイムラインを作って余裕をもって避難しましょう。
　「総合防災マップ説明会」にてマイ・タイムライン作成方法を説明します。
　簡単に作成できますので、この機会に一緒に作りましょう！

　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
民の皆さま及び関係機関の参加協力のもと実施します。
　総合防災訓練開始前には、自主防災会（地区会）による安否確認、避難訓練が行われます。
　避難訓練の詳細につきましては、地区会から配布される資料をご覧ください。
　※訓練当日は、午前8時45分に訓練放送（サイレン、携帯電話の緊急速報メール等）が鳴ります。

田尻町総合防災マップを活用しましょう
～ あなたの家族の大切な命を守るため ～

　総合防災マップの活用方法等について、説明会を開催
いたします。
　身近にどのような災害の可
能性があるかを知っておく必
要があります。
　マイ・タイムライン（我が
家の避難計画）は、災害時に
あわてず行動できるよう事前
に作っておくものです。
　マイ・タイムラインの作成
方法についても説明しますの
で、たくさんのご参加をお待
ちしています。

総合防災マップ説明会を開催します

◆防災マップ説明会
　3月23日（木）　午後7時～
　3月25日（土）　午前10時～
　　　　　　　   　午後1時～
　3月26日（日）　午前10時～
　3月29日（水）　午後7時～
いずれも、ふれ愛センター ４F　研修室

田尻町総合防災マップと
筆記用具をご持参ください。

⑴災害対策本部設置訓練
⑵災害広報訓練
⑶被害状況報告訓練
⑷警戒区域設定訓練
⑸障害物除去訓練
⑹情報連絡無線通信訓練
⑺水防訓練
⑻避難所開設・避難誘導訓練
⑼初期消火訓練

⑽救出救助訓練
⑾応急救護所開設訓練
⑿医療救護訓練
⒀ライフライン応急復旧訓練
⒁被害状況収集訓練
⒂救援物資等輸送訓練
⒃非常食炊出し訓練
⒄一斉放水訓練
⒅復旧状況等視察（はしご車試乗訓練）

展示や体験コーナーもあるよ！！

日　時　3月19日（日）
安否確認、避難訓練（各地区にて）　午前8時45分～
総合防災訓練（田尻駅上広場）　午前9時20分～12時頃まで

田尻町総合防災訓練田尻町総合防災訓練

問　安全安心まちづくり推進局　Tel 466-5009　Fax 466-5025
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　女        4,214人（ － 76）
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　2023年2月6日に発生しましたトルコ南部を震源とする
地震により被害を受けられた被災地を支援するため、義援
金を募集しています。
　皆さまの温かいご支援をよろしくお願いいたします。
　この義援金は口座振込のみ寄附金控除の対象となる予定
です。
　詳しくは、下記のＨＰにてご案内しています。
　「大阪府／令和５年トルコ南部を震源とする地震 
　　大阪府義援金の募集 について」
https://www.pref.osaka.lg.jp/kikikanri/gienkin/index.html

令和５年トルコ南部を震源とする地震
大阪府義援金の募集について

田尻町を駆け抜ける
「第30回KIX泉州国際マラソン」

　2月12日（日）第30回KIX泉州国際マラソンが３年ぶ
りに開催されました。田尻町の友好都市である宮
城県大崎市（旧田尻町）から羽生直樹選手と羽生
良樹選手が出場し、完走されました。
　たじりっち広場では、田尻町青年団が「だん
じり囃子」で多くのランナーに声援を送りまし
た。
　みなさま、ご声援ありがとうございました。

泉南・田尻成年後見総合センターが令和5年4月からスタートします
「将来の金銭管理・財産管理が心配…」
「成年後見制度の利用には、どんな手続きが必要なの?」
「どこに相談すればいいの?」
こういったお悩みはありませんか？
認知症になっても、障害のある方も安心して暮らせるよう成年後見制度や権利擁護に関する中核機関とし
て、泉南市と田尻町が共同で「泉南・田尻成年後見総合センター」を開設します。　
  中核機関とは
　国の成年後見制度利用促進基本計画に基づき、成年後見制度を必要とする方が円滑に制度を利用できるよ
にするため、権利擁護の支援における地域連携ネットワークをコーディネートする機関です。　　
  泉南・田尻成年後見総合センターの役割
　（１）広報・啓発　　　
　（２）相談機能
　　　センター職員による相談対応（電話・来所・訪問）
　　　専門相談（弁護士、司法書士、社会福祉士が対応）の実施
　（３）後見人支援機能
　（４）泉南・田尻成年後見制度利用促進協議会の運営
　　　　成年後見制度や権利擁護に関係する各種団体で構成する地域のネットワーク協議会です。
　　　　泉南市と田尻町における地域の課題解決に取り組んでいきます。　
泉南・田尻成年後見総合センター
　住　　所　泉南市樽井一丁目8番47号（あいぴあ泉南１階）
　※詳細については、4月広報（折り込みチラシ）でお知らせします。
問　福祉課　Tel 466-8813　Fax 466-8841

町制施行70周年記念事業実行委員会

町制施行70周年記念イベント
日時：令和５年　　月　　日　　  正午～
場所：交流広場周辺　※雨天時は、シーサイドドーム

主な
催し物

・フォトメモリー事業（町主催70周年関連イベント時に写真撮影会）
・フォトコンテスト　
　※イベントの名称や内容は、今後変更になる場合があります。

問　町制施行70周年記念事業実行委員会
　　（事務局）企画人権課　Tel 466-5019　Fax 466-8725　

　　　　　・歴史謎解き宝探し　・Ｔ-１グランプリ（田尻№1グランプリ）
　　　　　・〇×クイズでビンゴ　・ＶＲ体験　・勝手に田尻記録に挑戦　
　　　　　・だんじりやぐらフェスタ　・マーチングバンド
　　　　　・縁日、フォトスポット設置　・打ち上げ花火など

※町内店舗やキッチンカーが出店する「昼市」を同時開催予定

1010 21 （土）21 （土）

関連
事業

（
仮
称
）
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たじりっちポイント事業が始まります！ 

　ボランティア活動や健康づくり活動へ参加する「きっかけ」と、活動を続ける「楽しみ」として、
利用していただくことで、住民がともに支え合い助け合う、健康で充実した生活を送るまちづくり
をめざします。

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）

ポイントは、地域振興券に交換や寄附ができる ！

※「上限」は地域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を500ポイント達成した方に付与します。
※紹介ポイントは、紹介した人と紹介された人が500ポイント達成した場合に、紹介した人に付与します。

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

【対象】
中学生以上の
田尻町在住・在勤者

★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♪
  

【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】

ボランティアポイント　ボランティア各事業担当課（P.9参照）
健康ポイント　　　　　福祉課　Tel 466-8813／健康課　Tel 466-8811
　　　　　　　　　　　Fax  466-8841
　　　　　　　　　　　※Faxは【たじりっちポイント登録】の旨を明記して送付

※１つの窓口で複数お申込みいただけます。（電話・Fax申込可能）

申
込
む

■ ボランティアをしよう！
■ ながら見守り活動に参加しよう！
■ ウォーキングをしよう！
■ 健康づくり教室・介護予防教室に参加しよう！
■ 健診を受けよう！
※各事業（教室）の日時等は、随時広報にてお知らせ！

貯
め
る

申込は
始まっているよ！
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① 活　動　名 活動内容 申込担当課
参加対象

団体 個人 中高生
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■防犯活動 

防犯パトロール 夏季、年末等に徒歩、自転車、
青パト等による防犯パトロール 〇 安全安心まちづくり推進局

Tel 466-5009

定点見守り 子どもの登下校時に町内５か所
で見守り 〇 〇 安全安心まちづくり推進局

Tel 466-5009

田尻川クリーン作戦

緑のボランティア

田尻川の清掃活動 〇 〇 〇 安全安心まちづくり推進局
Tel 466-5009

まちピカ運動 町内の環境美化活動（5月～） 〇 〇 〇 生活環境課　Tel 466-5005

公共施設の花壇の花植えや手入れ 〇

〇

〇

〇

〇 〇

〇 〇

〇 〇

〇

〇

〇

都市みどり課　Tel 466-5006

本庁舎生け花 自ら花を調達し本庁舎内に花を
生ける

エンゼル、公民館等で絵本の読
み聞かせ
子ども食堂の配膳、調理補助等

視覚障害者のための声の広報
作成

〇 総務課　Tel 466-5002

こども課　　Tel 466-5013
社会教育課　Tel 466-5029
こども課　　Tel 466-5013
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70周年記念事業
田んぼアート

町内の遊休農地に田んぼアート
を描くお手伝い。
（6月頃：田植え、10月頃：稲刈り）
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介護予防教室等の受付・サポート

たじりっち体操推進
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■健康づくり 

介護支援サポーター事業
■介護予防
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　    ウォーキングをしながら、犬の散歩をしながら、ゴミを拾いながらの見守り
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１活動：100ポイント
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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）
3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「お楽しみ会」）

対象

予約

内容
時間

日程
令和3年4月2日～令和5年3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

3月7日（火）

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10組）

『みんなで一緒に体を動かそう』
田尻町地区福祉委員会主催　音楽に合わせ
て踊ったり、たくさんの風船で一緒にあそ
びましょう。

内容

3月17日（金）午前10時～11時日時
電話・来所で受付
（定員になり次第締め切ります）予約

3月22日（水） 3月10日（金）

す く す く だ よ り

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による本の紹介
3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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「キッズ工作ひろば」「キッズ工作ひろば」春休みイベント

実施日時 3月28日（火）午後2時～

小学1年生～6年生

キッズ・ルーム
（ふれ愛センター2階）

申込期間

申 込 先

備　　考

対　　象

申込方法
（①②いずれか）

3月6日（月）～定員に達するまで
午後1時～5時 （土日・祝日除く）

①申込用紙（記入済み）を持参
②電話で申し込む

申込用紙はキッズ・ルームで配
布します。
お友達の分の申し込みはできま
せん。

★ぐにゃぐにゃだこづくり
　所要時間　約2時間
　定　　員　20名
　材 料 費　100円

※材料費は当日に徴収します。
※お申し込みされた方で当日遅刻や欠席をされる
　場合は、キッズ・ルームまでご連絡ください。
※当日キッズ・ルームはキッズ工作ひろば専用と
　なります。お申し込みされた方以外は利用でき
　ませんのでご了承ください。

キッズ・ルームを利用される皆さまへキッズ・ルームを利用される皆さまへキッズ・ルームを利用される皆さまへ

　キッズ・ルームでは、子どもたちが自由
に遊べるよう遊具や玩具を揃えています。
　田尻町にお住まいのお子様、または田尻
町に祖父母がお住まいのお子様が利用でき
ます。

　場　　所　ふれ愛センター2階
　時　　間　月～金曜日　午後1時～5時
　利用料金　無料

　新型コロナウイルス感染症防止対策として利
用者の方が一定の距離を保てるようにしていま
す。
・ご家庭で検温や健康チェックを行い、体調が
　悪い時のご利用はお控えください。
・小学生以上の方はマスクを着用してください。
　ご理解、ご協力よろしくお願いいたします。

飼い犬の飼い主の変更、忘れていませんか？
～飼い主の死亡や犬の譲渡など～　生活環境課　Tel 466-5005　Fax 465-3794

申込・問　キッズ・ルーム（こども課内）　　Tel 466-5013  Fax 466-8841

キッズ・ルーム
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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

　2年生はSDGs学習の大詰めに入っていま
す。この写真は、「人と国の不平等をなくそ
う」のテーマのもと、たじりエンゼルの子ど
もたちにでき上がった動画を披露している様
子です。動物の王国という設定で、間違った
情報が安易に流れてしまうことで国が滅んで
しまうという内容に、子どもたちも集中して
視聴し、しっかりと内容を理解してくれまし
た。中学生にとっても充実した活動となりま
した。

　1月10日（火）に、校長室からリモートで、
3学期の始業式を行いました。子どもたち
は、教室に設置されたワイードの画面を通し
て、校長先生からの話を真剣な表情で聞いて
いました。「寒い時期を過ごすなかでは、
『よく食べ、よく寝て、よく遊ぶ』ことに心
がけ、『家族や友だちを大切に思う』温かい
心を大切にして、心身ともに健康で過ごして
ほしいです。合わせて今年は、田尻町の町制
施行70周年にあたる記念の年です。」とい
うお話でした。

　エンゼルでは、カルタやすごろくなど昔か
ら子どもたちに親しまれ受け継がれてきた
「伝承遊び」を取り入れています。
　伝承遊びは複数人で遊ぶものが多く、友だ
ちとのコミュニケーションが増え、社会性が
育ちます。遊びを通して、文字、数、図形や
昔の文化に触れ、楽しんでいます。

問　指導課　Tel 466-5024　Fax 466-5095

13

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　3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　3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〉　
　　　　　　

ものの見かたが変わる
10歳からのＱ＆Ａ　
NHK「子ども科学電
話相談」制作班（編）
NHK出版

君といた日の続き
辻堂 ゆめ　
新潮社

主婦の友社（編）
主婦の友社

世界の家の窓から 魚は数をかぞえ
られるか？
ブライアン・バ
ターワース（著）
長澤 あかね（訳）
講談社

きみだけの夜の
ともだち
セング・ソウン・
ラタナヴァン（著）　
西 加奈子（訳）　
ポプラ社
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　竹を伐採するところから完成まで全て手作りで仕上げた作品です。数年をかけて仕上げたスケー
ルの大きな作品や繊細な作業を積み重ねて作った作品は、お子様から大人まで楽しんでいただけま
す。ジオラマ作品のコーナーも設けています。作品の販売もしています。
期　間　3月24日（金）午前9時～3月28日（火）午後4時まで

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

体験申込　シーサイドドーム受付事務所又はお電話にてお申込みください。    
 　　　　　持ち物やその他詳細は、田尻シーサイドドームまでお問い合わせください。  
 参 加 費　無料             
☆チアダンスパフォーマンス       
　チアダンスクラブマリーンズ　午前11時15分～午前11時30分   
☆縁日遊び       
　〇スーパーボールすくい（無料）　〇ストラックアウト（有料）　
　〇クロリティ〈輪投げ〉（有料）　〇グラウンドゴルフ（有料）
☆ビンゴ大会　（景品　NINTENDO　SWITCHなど）       
　無料教室体験（トランポリン体験以外）に参加された方や有料縁日遊び合計150円以上参加の方
　にビンゴカードをお配りします。（お一人様1枚・先着100名様）
☆キッチンカーや出張販売       
問　田尻シーサイドドーム（田尻町多目的グラウンド）Tel 490-2300（指定管理者　三幸株式会社） 
     

こもれび工房　夢一会　竹細工展

シーサイドドーム  三幸祭  開催  ！    3月12日（日）　午前10時～午後3時

田 尻 歴 史 館 催 事 案 内

☆無料教室体験（※定員あり）

はじめてのヨガ教室体験（大人）   

テニスPLAY＆STAY体験（4歳～小学生）   

トランポリン体験（子ども）

キッズチア体験（子ども）   

健康運動教室体験（大人）   

テニス教室体験（大人）   

午前10時～午前11時

午前10時～正午（申込不要）
午前11時30分～正午

午後1時～午後2時

・お知らせしている情報は2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。

15

新型コロナワクチンを接種しましょう！

（注意１）小児用、従来型ワクチンの初回（1・2回目）接種の間隔は、3週間となります。
（注意２）追加Ⅰ期（3回目）の接種は、前回接種日より３か月以降に接種可能です。
（注意３）小児用ワクチンの追加Ⅰ期接種は、前回接種日より5か月経過以降に接種可能です。
（注意４）乳幼児用ワクチンの初回（１・２回目）接種の間隔は３週間、初回（３回目）は
　　　　　２回目の接種から８週間となります。
（注意５）オミクロン株対応ワクチンは1人1回の接種となります。

生後6か月～4歳

5歳～11歳

60歳以上

12歳～59歳

乳幼児用ワクチン
※乳幼児用ワクチン
　のみ初回接種は、
　1・2・3回必要です。

小児用ワクチン

従来型ワクチン

小児用ワクチン

オミクロン株対応
ワクチン

オミクロン株対応
ワクチン

オミクロン株対応
ワクチン

従来型ワクチン オミクロン株対応
ワクチン

オミクロン株対応
ワクチン

オミクロン株対応
ワクチン

初回（1・2回目） 追加Ⅰ期（3回目） 追加Ⅱ期（4回目） 追加Ⅲ期（5回目）

〈接種可能なワクチンについて〉

接種時期が来た方で、接種券をお持ちでない方は健康課にて発行いたします。
〈接種券の発行手続きについて〉
申請方法　窓口もしくは郵送にて　詳細は、健康課ホームページをご確認ください。
予約・接種期間　令和5年3月末まで
予約方法　下記にてご予約ください。田尻町コロナワクチン接種コールセンター　
　　　　　Tel 0120-558-836　【平日】午前9時～午後5時

・令和4年10月1日～令和5年3月31日までに、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）を接種した方　
　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（ふれ愛センター1階）〔平日〕午前9時～午後5時（祝日・3月11日除く）

コロナワクチン接種後は
　　商品券（2,000円分）をもらおう！

町在住の方限定

お早めに

3月11日（土）最後の集団接種を行います！予約なしで接種可能。
日時　3月11日（土）午前9時～10時30分　ただし、予約枠に空きがある場合に限ります。
場所　たじりふれ愛センター
対象　田尻町民　２価ワクチン（オミクロン株対応ワクチン）接種希望者〔接種券等持参〕
注意）3月11日は一般の方のコロナワクチン接種後の商品券（2,000円分）の申請はできません。
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一貫校への取組を強化します！お知らせ

たじりっ子出産・子育て応援事業
（出産・子育て応援給付金）のお知らせ
　全ての妊婦・子育て家庭が安心して出産・子

育てができるよう身近で相談に応じる伴走型支

援の充実に加え、新たに経済的負担を軽減する

ための応援ギフトの支給を行う準備をすすめて

います。

　予算計上ができ次第、対象の方には個別案内

を行う予定です。事業開始後にも案内が届かな

い場合は、健康課までお問い合せください。

　最新情報については、町ホームページをご覧

ください。

問　健康課　Tel 466-8811　Fax 466-8841

ピーナッツ倶楽部
（双子ちゃんサークル）

　双子を育てるって思っていたより楽しい？想

像以上に大変！思いのあれこれをみんなで話し

ましょう！

日　時　3月22日（水）午前10時～11時30分

場　所　ふれ愛センター３階　軽体育室

内　容　ふれあい遊び・絵本の読み聞かせ

　　　　みんなで育児についてお話

対　象　双子ちゃんとその保護者

　　　　多胎児を妊娠中の方、パートナー

　　　　多胎児や双子ちゃんを支援したい方　

　　　　※きょうだいもご一緒に参加できます！

持ち物　母子健康手帳

申込み　3月17日（金）まで

※新型コロナウイルス感染の状況、申し込み人

　数により中止となる場合があります。

問　健康課　Tel 466-8811　Fax 466-8841

令和5年度より
健康づくり教室が変わります！

　3月までの健活プラス・ふれ愛フィットネス

事業が新しくなります。

　子育て世帯や働く世代が参加しやすいように

平日の夜間・休日に定期的な教室を開催し、よ

り若い世代からの健康づくり活動の支援を行い

ます。

　これまでご参加いただきありがとうございま

した。

　新たな教室については、決定次第お知らせし

ます。

問　健康課　Tel 466-8811　Fax 466-8841

田尻町ウェルカムベビー事業のご案内
～あなたのライフサイクルを
考えるきっかけに～

　田尻町総合的不妊不育治療助成事業は、不妊

症（男性不妊含む）・不育症の検査・治療を受

けるご夫婦の経済的負担を軽減するため、検

査・治療費の一部を助成する制度です。少子化

対策の一環として、より早い段階で不妊症・不

育症の検査・治療をするきっかけづくりにお役

立てください。

助成対象となる検査・治療

　不妊症・不育症の検査・治療

助成の申請期限

　令和５年3月末まで（治療が3月まである場

合は4月末まで）

（注意）高額療養費や他制度を利用される場合は

　　　先に支給を受けてから、当事業の申請を

　　　おこなってください。

※詳細については町ホームページ

　をご覧ください

問　健康課　

　　Tel 466-8811　Fax 466-8841

健　康

今
月
の
お
知
ら
せ

健

　
　康

～その他随時、相談・訪問を
　　　　　　実施しています～

妊婦相談、育児相談、不妊症・不育症相談、こころとからだの相談
問　健康課　Tel 466-8811　Fax 466-8841

健康運動指導士による運動教室！！

健活プラス

保健師・管理栄養士による相談！！

ヘルス相談・栄養相談
日　時　3月14日(火)　要予約　各定員15名 ※3月1日より申し込み可  
　　　　午前10時～11時30分（受付9時45分） 
場　所　ふれ愛センター　3階　軽体育室　 
持ち物　室内履きの運動靴、飲み物（水分補給）、タオル、運動しやすい服装 
内　容　楽しく有酸素運動・ストレッチ・筋トレ等

日　時　3月10日(金)　午後1時30～3時　【予約制】
場　所　ふれ愛センター１階　相談受付

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　3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　3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　季節野菜のトマトスープ

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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健康課定例保健事業

3月1日～31日は「自殺予防月間」

　自殺で亡くなる人の数は、全国で年間約21,007人となっており、大阪府でも約1,376人と、1日に3
人以上の方が亡くなっています。
　さまざまな悩みを抱えている方は、一人で抱えこまず、専門の相談機関にご相談ください。
こころの健康相談統一ダイヤル　Tel 0570－064－556　
　3月1日（水） 午前9時30分～3月31日（金）午後5時までは24時間体制で相談を受け付けます。
　なお、一部のIP電話等からは接続できません。
こころの健康に不安を感じたら
■こころの電話相談　Tel 06-6607-8814　月・火・木・金（祝日を除く）　午前9時30分～午後5時
■若者専用電話相談（わかぼちダイヤル） Tel 06-6607-8814　水（祝日を除く）午前9時30分～午後5時
■自死遺族相談（予約制）　Tel 06－6691－2818　平日　午前9時～午後5時45分
■新型コロナこころのフリーダイヤル　土日祝日・年末年始を含む毎日　午前9時30分～午後5時
ＳＮＳ相談
■大阪府こころのほっとライン
　～新型コロナ専用～
　新型コロナウイルス感染症に関する不安やストレスなど、こころの健康に関する
相談に文字チャットでお応えします。
　毎週　水曜日・土曜日・日曜日　
　　　　午後5時30分～午後10時30分（受付午後10時まで） LINEアプリから「友だち登録」

をしてください

今
月
の
お
知
ら
せ

健

　
　康
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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

健康課定例保健事業
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一貫校への取組を強化します！お知らせ

ひきこもり家族教室のご案内
日　時　3月17日（金）午後1時30分～4時00分
　　　　※コロナ感染拡大時は中止
場　所　大阪府泉佐野保健所　3階　講堂
　　　　（所在地：泉佐野市上瓦屋583－1）
内　容　講義
　　　「発達障がいとひきこもり
　　　　　～本人・家族等との
　　　　　　よりよい関係性を作るために～」
　　　　講師　特定非営利活動法人　
　　　　　　　アズウィッシュ　共同代表　
　　　　　　　　　　　　　新田かなと　氏
対　象　田尻町在住のひきこもり状態の家族が
　　　　いる方
定　員　申し込み先着20名

申込・問　泉佐野保健所　精神保健福祉チーム

　　　　　Tel 462-4600　Fax 462-5426

～3月9日は脈の日です～

出張おれんじcaféのお知らせ
今日からできる脳卒中予防！

　脳卒中の中でも特に重症化しやすい心原性脳

梗塞予防のため、定期的に自分の脈をチェック

する習慣をつけましょう。

　朝と晩に測るのが望ましいですが、まずは続

けることが大切です。脈が飛ぶなど、脈のリズ

ムがおかしいなと思ったら、すぐかかりつけ医

を受診しましょう！

　泉佐野保健所管内の泉佐野市、熊取町、田尻

町、泉南市、阪南市、岬町では、脳卒中予防対

策に取り組んでいます。

出典：日本脳卒中協会ウェブページより

問　健康課　Tel 466-8811　Fax 466-8841

認知症講演会（WAOたじり）
認知症を理解し、地域で支え合おう

内容　現在、高齢者の4人に1人が認知症とそ
の予備軍と推測されています。もしも、
あなたの家族が認知症になったら…

　　　認知症の方がいつまでも住み慣れた田尻
町で暮らしていくにはどうしたらいいの
か、一緒に学びませんか。

日時　3月18日（土）午後2時～3時30分
場所　ふれ愛センター４階　研修室
　　　（定員になり次第、締め切り）
講師　白井病院　　　　田中敬剛　医師
　　　松本内科胃腸科　松本英一　医師
　　　島田診療所　　　島田道明　医師
　　　白井病院　　　    西野修平　管理栄養士
申込開始　3月6日（月）から
申込・問　田尻町地域包括支援センター花みずき

　Tel 465-3755　 Fax 465-3368

　『おれんじcafe』は、「最近、物忘れが多い
なぁ」と感じている方や認知症ご本人、そのご
家族の方、住民のみなさんや専門職の方など、
どなたでも参加できる集いの場です。
　今回、「和caféここら」さんのご協力により、
「出張おれんじcafé」を開催します！！
専門職（言語聴覚士、保健師、社会福祉士な
ど）がご相談に応じます。
　ご参加をお待ちしております。 
日時　3月23日（木）午後2時～4時
場所　和caféここら
　　　（南海吉見ノ里駅  付近）
費用　飲食代　実費
※通常開催　毎月第4木曜日
　午後1時30分～3時30分
場所　ふれ愛センター2階　ちょぼらった
問　田尻町地域包括支援センター花みずき　　
　　（ふれ愛センター1階）
　　Tel 465-3755　Fax 465-3368

福　祉
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一貫校への取組を強化します！お知らせ

精神保健福祉講座
テーマ　「心の病気とそのかかわり方について」

日　時　3月28日（火）午後1時30分～3時

場　所　泉佐野市社会福祉センター　

　　　　大会議室　2階

講　師　南川博彦　医師　

　　　　（楓こころのホスピタル　院長）

　　　　精神疾患（統合失調症や感情障害）と

　　　　精神障がい者とのかかわり方について

　　　　ご講演いただきます

定　員　30名（申込は3月20日（月）締切）

申込・問　地域活動支援センタールリエ　

　　　　　Tel／Fax 050-1559-0531

世界自閉症啓発デー・発達障がい啓発週間
　4月2日（日）は世界自閉症啓発デー、4月2日

（日）～8日（土）は発達障がい啓発週間です。全
国で発達障がいの啓発のため、さまざまなイベ
ントが行われます。
■「世界自閉症啓発デー・発達障がい啓発週間
　in OSAKA 2023」セミナー
　日　　時　4月23日（日）午後2時～4時
　開催方法　オンライン形式
　※詳細については、大阪府ホームページをご
　　確認ください。
■府内主要建物のブルーライトアップ
　場　　所　大阪城天守閣、天保山大観覧車、
　　　　　　万博記念公園太陽の塔など
　日　　時　4月2日（日）午後6時30分頃
                        　～3日（月）午前0時
※各施設により終了時刻 は異なります。
問　大阪府福祉部障がい福祉室地域生活支援課
　　発達障がい児者支援グループ
　　Tel 06-6944-6689　Fax 06-6944-2237
        

 

大阪府ホームページ
世界自閉症啓発デー・
日本実行委員会公式サイト

令和5年度大阪府手話通訳者養成講座

転出届は、郵送によるお手続きが可能です

　手話を必要とする聴覚障害者のコミュニケー
ション手段を確保するため、手話通訳活動を行
う「手話通訳者」の養成講座を実施します。詳
しくは募集案内をご確認ください。
日　程　5月頃～令和6年3月頃の間（35回程度）
定　員　10名程度（受講判定試験があります）
受講料　無料（テキスト代は実費負担）
申込み　受講申込書を締切までに郵送または大
　　　　阪府ホームページからインターネット
　　　　申込み
締　切　３月24日（金）【必着】
申込先　
【郵送】〒537-0025　
　　　　大阪市東成区中道1丁目3番59号　
　　　　大阪府立福祉情報コミュニケーションセ
　　　　ンター内　公益社団法人大阪聴力障害者
　　　　協会大阪府手話通訳者養成講座担当
  【インターネット】　http://www.pref.osaka.lg.jp/
　　　　  手話通訳者　で　検索
問　公益社団法人大阪聴力障害者協会
　　Tel 06-6748-0380　Fax 06-6748-0383
　　　平　日　午前9時～午後9時
　　　土曜日　午前9時～午後5時30分　

 田尻町から他市区町村へ転出される方は、郵
送によるお手続きが利用できます。ご自宅に
「転出証明書」を郵送いたします。
※転入届は、郵送での手続きができません。転

入日から14日以内に本人が新住所地の市区
町村窓口で手続きが必要になりますが、来庁
できない場合は、代理人でも手続きが可能で
す。ただし、委任状が必要になります。詳細
は、転入先の市区町村にお尋ねください。

　手続きの詳細は、ホームページをご覧ください。

問　住民課　Tel  466-5004
　　　　　    Fax 465-3794

住民・戸籍
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一貫校への取組を強化します！お知らせ

令和5年度（令和4年分収入）の
所得申告はお済ですか？

バイク、軽四輪などの廃車や
所有者変更手続きは、3月31日までに！

　国民健康保険に加入されている方並びにその世帯
の世帯主は、所得税や町・府民税が非課税となる場
合でも、所得の申告が必要です。
　未申告のままですと、国民健康保険料の軽減制度
や高額療養費の判定等が正しく行われませんので、
申告をお願いします。（ただし、年金収入については、
厚生労働省より通知がありますので申告不要です。）

問　住民課　Tel 466-5004 　Fax 465-3794

ご存じですか？
「国民年金第1号被保険者への独自給付」

　国民年金第1号被保険者独自の給付として、付加
年金、寡婦年金、死亡一時金、短期在留
外国人への脱退一時金があります。
※詳しくは、日本年金機構のホーム
　ページをご覧ください。
問　貝塚年金事務所　Tel 431-1122　Fax 431-3038
　　住民課　Tel 466-5004　Fax 465-3794　

 バイク、軽四輪などの税金は、毎年4月1日現在の
所有者に課税されます。
 年度途中で廃車されても月割りはありません。使
用しないバイクや車は廃車手続きを、所有者が変
わっている場合は変更手続きを、3月31日までに済
ませましょう。

●原動機付自転車（125cc以下）・ミニカー・小型　 
　特殊（農耕用、フォークリフト等）
【受付・お問い合わせ】　税務課
【必要なもの】
　身分証明（運転免許証／マイナンバーカード／
　健康保険証など）
【廃車・転出・所有者変更のときは】
　申告済証、ナンバープレート

　

●軽四輪乗用・軽四輪貨物・軽三輪
【受付・お問い合わせ】
　軽自動車検査協会　和泉支所
　和泉市伏屋町1丁目13番3号
　Tel 050-3816-1842

●軽二輪（125cc超）・二輪小型（250cc超）、
【受付・お問い合わせ】
　大阪陸運支局　和泉自動車検査登録事務所
　和泉市上代町官有地
　Tel 050-5540-2060

保険・年金

固定資産課税台帳の閲覧
（4月3日～5月31日）

　固定資産課税台帳の閲覧を希望される方は、本人

確認書類等を持参のうえ税務課へお越しください。

対 象 者　納税者本人等　

　　　　　借地、借家人等の土地または家屋の使用、

　　　　　収益を目的とする権利を有する方

　　　　　（借地・借家関係書類が必要）

縦覧期間　4月3日（月）～5月31日（水）

　　　　　（土、日、祝日除く）

問　税務課　Tel 466-5003　Fax 465-3794

税

インボイス制度説明会を開催します
【事前予約制】

　10月1日から適格請求書等保存方式（インボイス
制度）が導入されます。インボイスを発行できる
「適格請求書発行事業者」となるための登録申請
を現在受付中です。

日　時　3月22日（水）午後2時30分から4時
場　所　エブノ泉の森ホール（小ホール）
　　　　泉佐野市市場東1-2-1
定　員　200名
申　込　開催日までに下記へ電話
　　　　（インボイス特設サイト）　
問　泉佐野税務署　Tel 462-3471

問　税務課　
　　Tel 466-5003　Fax 465-3794
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ませましょう。

●原動機付自転車（125cc以下）・ミニカー・小型　 
　特殊（農耕用、フォークリフト等）
【受付・お問い合わせ】　税務課
【必要なもの】
　身分証明（運転免許証／マイナンバーカード／
　健康保険証など）
【廃車・転出・所有者変更のときは】
　申告済証、ナンバープレート

　

●軽四輪乗用・軽四輪貨物・軽三輪
【受付・お問い合わせ】
　軽自動車検査協会　和泉支所
　和泉市伏屋町1丁目13番3号
　Tel 050-3816-1842

●軽二輪（125cc超）・二輪小型（250cc超）、
【受付・お問い合わせ】
　大阪陸運支局　和泉自動車検査登録事務所
　和泉市上代町官有地
　Tel 050-5540-2060

保険・年金

固定資産課税台帳の閲覧
（4月3日～5月31日）

　固定資産課税台帳の閲覧を希望される方は、本人

確認書類等を持参のうえ税務課へお越しください。

対 象 者　納税者本人等　

　　　　　借地、借家人等の土地または家屋の使用、

　　　　　収益を目的とする権利を有する方

　　　　　（借地・借家関係書類が必要）

縦覧期間　4月3日（月）～5月31日（水）

　　　　　（土、日、祝日除く）

問　税務課　Tel 466-5003　Fax 465-3794

税

インボイス制度説明会を開催します
【事前予約制】

　10月1日から適格請求書等保存方式（インボイス
制度）が導入されます。インボイスを発行できる
「適格請求書発行事業者」となるための登録申請
を現在受付中です。

日　時　3月22日（水）午後2時30分から4時
場　所　エブノ泉の森ホール（小ホール）
　　　　泉佐野市市場東1-2-1
定　員　200名
申　込　開催日までに下記へ電話
　　　　（インボイス特設サイト）　
問　泉佐野税務署　Tel 462-3471

問　税務課　
　　Tel 466-5003　Fax 465-3794
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一貫校への取組を強化します！お知らせ

自動車（軽四輪除く）の名義変更や廃車等の手続きはお済ですか？
　3月下旬は、手続きに何時間もかかることが予想されるため、お早めに自動車の使用の本拠の位置
を管轄する支局・事務所で手続きをお済ませください。
【登録手続案内】（田尻町の管轄）和泉自動車検査登録事務所　Tel 050-5540-2060

吉見ノ里駅前広場がオープンします！
みんなで施設の愛称を選ぼう！

　田尻町の新たな玄関口として、また、駅の利
用者や田尻町を訪れる観光客、地域の方々が憩
える場所として吉見ノ里駅前広場がオープンし
ます。
　3月28日（火）午前10時から記念式典を開催
します。なお、広場内の「コミュニティ施設」
は、4月1日からオープンとなります。ぜひ、
遊びにきてください。詳細情報は、指定管理者
（株式会社ビケンテクノ）によるＨＰで随時発
信しますので、お楽しみに！
　また、広場内の「コミュニティ施設」の愛称
を決定するための投票を実施します。詳しくは
広報に折り込まれている投票用紙をご覧くださ
い。皆さまからの投票をお待ちしています。

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

農業委員会委員を募集します！

　7月19日をもって現農業委員の任期が満了し

ますので、次期農業委員を募集します。

（1）募集内容
　・人数　13人（農業者でない方も申込可能）

　・任期　令和5年7月20日～令和8年7月19日

　・身分　田尻町の特別職の非常勤職員

　・報酬　年額110,000円（会長は130,000円）

（2）推薦・応募資格
　・農業に関する見識を有し、農地利用の最適

化の推進等、農業委員会の職務を適切に行

うことができる者。（欠格要件有）

（3）主な業務内容
　・毎月上旬開催の総会において、農地の売買

や賃借、転用等の案件の審議・決定

　・大阪府農業委員会大会や研修会への参加

　・農業者等との話合いや日々の農地パトロー

ル・指導等

　・その他、農業委員会が所掌する業務のほか

児童を対象とした農業体験や泉州黄玉葱の

普及事業など

（4）推薦・応募方法
　・産業振興課窓口または田尻町ホームページ

で募集要項等を入手し、農業振興課へ必要

書類をご提出ください。

（5）申込期間　

　・3月1日～3月31日【必着】

問・申込　産業振興課

　　　　　Tel 466-5008　

　　　　　Fax 466-5025
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一貫校への取組を強化します！お知らせ

「訪日外国人観光客への
「泉州おもてなし」セミナー

自衛官募集

TDF（田尻町放課後子ども教室）
ボランティアの募集

　毎週土曜日午前9時～11時30分に田尻町立小学
校で開催しているTDF（田尻町放課後子ども教室）
で、小学校に遊びにくる児童の見守りをしていただ
けるボランティアを募集しています。
　小学校体育館ではドッジボール、バドミントン
や縄跳びなど、図工室では、ボードゲーム（人生
ゲーム・野球盤など）、けん玉などの昔遊びで子
どもたちが自由に遊んでいます。
　楽しく遊んでいる子どもたち見守るだけでな
く、子ども達と一緒に遊んでいただける方も大歓
迎です。
　ボランティアとして活動していただける方は社
会教育課までご連絡ください。

問　社会教育課　Tel 465－5029　Fax 466-5095

《一般幹部候補生》
　将来の自衛隊を担う幹部自衛官を養成するコー
スです
応募資格
（1）大卒程度試験
　ア　日本国籍を有する22歳以上26歳未満の者
　　　修士課程修了者等（見込含）にあっては、28

歳未満の者
　イ　日本国籍を有する20歳以上22歳未満で、学

校教育法に基づく大学（短大除く）を卒業
（見込含）した者又は外国における学校を
卒業した場合で大学卒業に相当すると認め
られる者

（2）院卒者試験
　　　日本国籍を有する者で、修士課程修了者等
　　　（見込含）で、20歳以上28歳未満の者
受付期間　第１回　3月1日（水）～4月14日（金）
　　　　  （音楽要員を除く）
　　　　　第２回　3月1日（水）～6月15日（木）
　　　　  （飛行要員を除く）
★試験期日　１次試験（筆記試験）
　第１回　4月22日（土）又は23日（日）
　第２回　6月24日（土）
《一般曹候補生》

　各部隊の中核となる陸・海・空曹自衛官を養成
する制度です
応募資格　日本国籍を有する18歳以上33歳未満の者
受付期間　3月1日（水）～5月9日（火）

　「2025年大阪・関西万博」を見据え、私たちの
「泉州地域」も今後訪日外国人旅行者の増加が見
込まれます。他都市事例も含め、外国人旅行者と
の接し方を、実例とともにご紹介します。「おも
てなし」について泉州地域の住民、事業者の皆さ
まと共に考えるセミナーです。

日　　時　①3月28日（火）午後2時30分～4時　　
　　　　　②3月28日（火）午後7時～8時30分
　　　　　※2回とも同一内容の講座です
対　　象　泉州地域の住民・事業者の皆さま、　
　　　　　観光にご興味のある皆さま
場　　所　岸和田市民公民館　多目的ホール
定　　員　各回30名ずつ
申込締切日　　3月19日（日）
抽選結果通知　3月20日（月）
費　　用　無料
講　　師　全国通訳案内士（英語）、文教大学国際
　　　　　学部講師、合同会社観光ラボ代表　
　　　　　古屋絢子  氏
申込方法　添付のQRコードもしくはURLよりお申込
　　　　　みください。
　　　　   URL https://welcom-to-senshu.jp/event/
　　　　　　   7259

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

試験期日　1次試験　5月19日（金）～28日（日）のう
　　　　　ちいずれか1日　筆記試験
《自衛官候補生》任期制自衛官
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　受付は年間を通じて行っております
試験期日　受付時にお知らせします
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
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一貫校への取組を強化します！お知らせ

令和5年第1回定例会（３月議会）の日程

アサリ等の貝毒食中毒に注意！！
　春先から海水温が上がるにつれて大阪湾に有毒
なプランクトンが増え、これらを食べるアサリや
イガイ等の二枚貝は、体内に貝毒をため込みま
す。貝毒を持った二枚貝を食べると、口や手足が
しびれ、最悪の場合は呼吸困難で死亡することが
あります。
　貝毒は熱に強く、加熱調理では分解されません。
また、海水に貝をつけたままだと毒化が進むため、
海水中での保管や砂抜きも大変危険です。
　貝毒の有無は見た目で判断できません。自己判
断で食べないようにしましょう。
●大阪湾で潮干狩りや貝の採取を行う場合は、次
　　の点を守りましょう。
　①大阪府の貝毒発生情報を必ず確認する。
　②貝毒の発生時は、天然二枚貝を採らない・食

　べない・人にあげない。
　③採取した天然二枚貝を食べて口や手足のしび

　れが出た場合は、すぐに医療機関を受診し、

開催日　3月1日（水）本会議（開会日）
　　　　　   2日（木）本会議（第2日）
　　　　　  ※1日（水）の審議が終了しなかった場
　　　　　　   合のみ開催
　　　　　  ６日（月）総務建設常任委員会
　　　　　  ７日（火）文教厚生常任委員会
　　　　　  ９日（木）予算特別委員会（第1日）
　　　　　  10日（金）予算特別委員会（第2日）
　　　　　  13日（月）委員会予備日
　　　　　   ※上記の各委員会審議が終了しなか
　　　　　　　った場合のみ開催
　　　　　  23日（木）本会議（閉会日）
時　間　いずれも午前10時から
場　所　本庁3階　議場

生活

議会

マッチングアプリ等で知り合った相手の指示で投
資するのはやめましょう。
　マッチングアプリ等で知り合った人から暗号資
産やＦＸ等の投資を勧められ、送金したところ相
手と連絡が取れなくなるといった消費生活相談が
多く寄せられています。
　マッチングアプリ等で知り合った相手から紹介さ
れた投資は、運営会社や投資の運用実態を確認でき
ないことが多く、知り合った相手の本人確認も難し
いため、その資金を取り戻すことは極めて困難にな
ります。こうしたトラブルの未然防止のため、マッ
チングアプリ等で知り合った相手の指示で投資等を
するのはやめましょう。
　詐欺的な投資トラブルにつながるケースとして
は、連絡手段をマッチングアプリからLINE等の
SNSに変更することを提案されたり「結婚」を誘
い文句に投資を勧めたりする特徴があります。
　本来の目的で利用している人でもこれらに該当

することもありますし、該当しない相手であれば
必ず安心というわけではありません。面識のない
相手からの投資の誘いや金銭の要求には応じない
ようにしましょう。
　そもそも投資はリスクが伴うものです。安全・
高利益・高配当などといったあまりにうまい投資
話をもちかけられた場合は、勧誘の段階で信ぴょ
う性を疑いましょう。
　また、取引を行う場合でも、必ず暗号資産交換
業や金融商品取引業の登録業者であるかを金融庁
のホームページで確認するなど注意深く判断しま
しょう。
　不安に思ったりトラブルに遭った場合は、消費
者ホットライン１８８（局番なし）にご相談くだ
さい。

問　相談スペース　ほっ…と。Tel 466-5018
　　産業振興課　Tel  466-5008　Fax 466-5025

相談スペース　ほっ…と。便り№54

　天然二枚貝を食べたことを伝える。
問　泉佐野保健所衛生課　
　　Tel 464-9688　Fax 464-9680

容器包装プラスチックの正しい分別を！
～プラスチック製品は可燃ごみや粗大ごみ～　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

「訪日外国人観光客への
「泉州おもてなし」セミナー

自衛官募集

TDF（田尻町放課後子ども教室）
ボランティアの募集

　毎週土曜日午前9時～11時30分に田尻町立小学
校で開催しているTDF（田尻町放課後子ども教室）
で、小学校に遊びにくる児童の見守りをしていただ
けるボランティアを募集しています。
　小学校体育館ではドッジボール、バドミントン
や縄跳びなど、図工室では、ボードゲーム（人生
ゲーム・野球盤など）、けん玉などの昔遊びで子
どもたちが自由に遊んでいます。
　楽しく遊んでいる子どもたち見守るだけでな
く、子ども達と一緒に遊んでいただける方も大歓
迎です。
　ボランティアとして活動していただける方は社
会教育課までご連絡ください。

問　社会教育課　Tel 465－5029　Fax 466-5095

《一般幹部候補生》
　将来の自衛隊を担う幹部自衛官を養成するコー
スです
応募資格
（1）大卒程度試験
　ア　日本国籍を有する22歳以上26歳未満の者
　　　修士課程修了者等（見込含）にあっては、28

歳未満の者
　イ　日本国籍を有する20歳以上22歳未満で、学

校教育法に基づく大学（短大除く）を卒業
（見込含）した者又は外国における学校を
卒業した場合で大学卒業に相当すると認め
られる者

（2）院卒者試験
　　　日本国籍を有する者で、修士課程修了者等
　　　（見込含）で、20歳以上28歳未満の者
受付期間　第１回　3月1日（水）～4月14日（金）
　　　　  （音楽要員を除く）
　　　　　第２回　3月1日（水）～6月15日（木）
　　　　  （飛行要員を除く）
★試験期日　１次試験（筆記試験）
　第１回　4月22日（土）又は23日（日）
　第２回　6月24日（土）
《一般曹候補生》

　各部隊の中核となる陸・海・空曹自衛官を養成
する制度です
応募資格　日本国籍を有する18歳以上33歳未満の者
受付期間　3月1日（水）～5月9日（火）

　「2025年大阪・関西万博」を見据え、私たちの
「泉州地域」も今後訪日外国人旅行者の増加が見
込まれます。他都市事例も含め、外国人旅行者と
の接し方を、実例とともにご紹介します。「おも
てなし」について泉州地域の住民、事業者の皆さ
まと共に考えるセミナーです。

日　　時　①3月28日（火）午後2時30分～4時　　
　　　　　②3月28日（火）午後7時～8時30分
　　　　　※2回とも同一内容の講座です
対　　象　泉州地域の住民・事業者の皆さま、　
　　　　　観光にご興味のある皆さま
場　　所　岸和田市民公民館　多目的ホール
定　　員　各回30名ずつ
申込締切日　　3月19日（日）
抽選結果通知　3月20日（月）
費　　用　無料
講　　師　全国通訳案内士（英語）、文教大学国際
　　　　　学部講師、合同会社観光ラボ代表　
　　　　　古屋絢子  氏
申込方法　添付のQRコードもしくはURLよりお申込
　　　　　みください。
　　　　   URL https://welcom-to-senshu.jp/event/
　　　　　　   7259

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

試験期日　1次試験　5月19日（金）～28日（日）のう
　　　　　ちいずれか1日　筆記試験
《自衛官候補生》任期制自衛官
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　受付は年間を通じて行っております
試験期日　受付時にお知らせします
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
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一貫校への取組を強化します！お知らせ

令和5年第1回定例会（３月議会）の日程

アサリ等の貝毒食中毒に注意！！
　春先から海水温が上がるにつれて大阪湾に有毒
なプランクトンが増え、これらを食べるアサリや
イガイ等の二枚貝は、体内に貝毒をため込みま
す。貝毒を持った二枚貝を食べると、口や手足が
しびれ、最悪の場合は呼吸困難で死亡することが
あります。
　貝毒は熱に強く、加熱調理では分解されません。
また、海水に貝をつけたままだと毒化が進むため、
海水中での保管や砂抜きも大変危険です。
　貝毒の有無は見た目で判断できません。自己判
断で食べないようにしましょう。
●大阪湾で潮干狩りや貝の採取を行う場合は、次
　　の点を守りましょう。
　①大阪府の貝毒発生情報を必ず確認する。
　②貝毒の発生時は、天然二枚貝を採らない・食
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　田尻町消防団では、第45期の少年消防クラブ員を募集します。楽しく
火災予防を勉強するために、次のような行事を予定しております。
年間行事予定　・防火啓発活動（消防車にて広報活動）
　　　　　　　　※春・秋の消防団訓練時
　　　　　　　・町防災訓練、消防出初式参加など
募集要領　会　　費　無　料
　　　　　対 象 者　田尻町在住の小学校新5年生及び新6年生
　　　　　募集人員　10名程度（性別は問いません。）
　　　　　申込受付期間　3月1日（水）～31日（金）
　　　　　※定員になり次第締め切らせていただきます。
申込・問　安全安心まちづくり推進局　Tel 466-5009　Fax 466-5025

田尻町少年消防クラブ員募集！！

安全・安心トピックス

春の火災予防運動が始まります　3月1日（水）～7日（火）

　出火件数がもっとも多いのが3月です。
　火災が多いイメージのある冬に次いで、じつは、春は乾燥が続くうえに、1年の中でも特に風が強
く、4月、5月も火災が発生しやすい季節です。
　このような理由から、この時期に春の火災予防運動を実施し防火を呼び掛けています。
　みなさんも、今一度、一人ひとりが火の用心の大切さを思い起こし、地域やご近所でお互い助け合い
ながら火災のない街づくりにご協力をお願いします。
　また、あわせて山火事予防運動や車両火災予防運動も実施されますので、ご協力をお願いします。

　例年、3月から5月に山火事が多く発生しています。
　この時期は空気が乾燥し、強風が吹くことが多く、山では枯葉や枯れ草が多
くなっていることや、ハイキングや山菜取りなどで入山者が増え、たばこのポ
イ捨てやたき火などにより、山火事発生の危険性が高い時期となっています。
　山火事は一旦発生するとその消火は容易ではなく、一瞬にして貴重な森林を
焼失し、その回復には長い年月を要します。　
　私達一人ひとりが火の取扱いに十分注意することで山火事を起こさないことが重要です。

消防出初式

春・秋の消防団訓練

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

山火事予防にご協力を!!

119だより
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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

外国人を取り巻く状況
　国際化が進んできたことによって、さまざま
な国籍の外国人が幅広い分野の職業に従事し、
留学生や外国人旅行者も多数来日しています。
　大阪府には、165 カ国・地域、約25万人の外
国人が暮らしており、府民の35人に１
人が外国人という計算になります（令和２
（2020）年12 月31 日現在）。
　このように、多くの外国人が来日しているな
かで、その文化、習慣、価値観への理解が不十
分であること等から、差別落書きのほか、外国
人であることを理由にした入居等の拒否といっ
た差別的な対応が起こったり、賃金や労働時間
が日本人と異なるなど、就労において不利益な
扱いを受けたりする事例もあります。また、日
本語での会話やコミュニケーションがうまくい
かなかったり、騒音やゴミ出しなど文化や生活
習慣の違いにより住民と摩擦が生じたりする事
例もあります。
　このほか、国民年金の受給資格が得られな
かった在日外国人の高齢者、障害者の年金問題
や、福祉サービスについても、言葉や食事、生
活習慣の違いから利用が難しいい状況が見られ
ます。
　このため、多言語による情報提供や日本語学
習の機会の確保など円滑なコミュニケーション
のための取組に加え、国籍や民族などの異なる
人々が、互いの文化的な違いを認め合い、多様
性を受け入れ、対等な関係を築くとともに国際
的視野に立って一人ひとりの人権を尊重し、社
会の構成員としてともに生きていく「多文化共
生」社会を築いていくことが必要です。

在日韓国・朝鮮人の歴史的経緯とは
　大阪府で暮らしている外国人の約４割は韓国

「多文化共生」の時代です　外国人の人権のこと
籍・朝鮮籍の人です。その多くは日本が朝鮮半
島を領土としていた歴史的経緯により、第二次
世界大戦以前から暮らしている人とその子孫で
す。
　戦後、さまざまな事情により多くの人が日本
にとどまることになりましたが、その後の制度
改正により、外国籍の人＝外国人であるとされ
たのです。
　現在、この人たちの中には、差別を避けるた
め、本名ではなく日本名（通名）で生活する人
もいます。

大阪府では
　平成14（2002）年に「大阪府在日外国人施
策に関する指針」（※）を定めて、すべての人
が人間の尊厳と人権を尊重し、国籍、民族等の
違いを認め合い、ともに暮らすことのできる共
生社会の実現をめざし、在日外国人施策を総合
的に進めています。
※大阪府在日外国人施策に関する指針
〈基本方向〉
　・人権尊重意識の高揚と啓発の充実
　・暮らし情報の提供と相談機能の充実　
　・安心のための医療・健康・福祉サービス体
　　制の充実
　・国際理解教育・在日外国人教育の充実
　・府政への参画推進

田尻町では
　平成7（1995）年に28人だった定住外国人
は、令和２（2020）年には110人になっおり、
その国籍も多様です。外国人住民が地域社会の
一人として、安心して住み続けられる多文化共
生のまちづくりをめざします。　　　　 

参考：大阪府発行『ゆまにてなにわ　vol.36』

町営墓地の使用者の変更、忘れていませんか？
～墓地に関する各種届出は生活環境課へ～　生活環境課　Tel 466-5005　Fax 465-3794
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場　所　ふれ愛センター2階　アトリエ
　　　　　　　　　　　3階　教養娯楽室・軽体育室
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・体すっきりヨガ
　やさしい太極拳・まほ～のトレーニング

【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～

3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
● ●

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

　お家でひとりでは『書く』機会がないのでは？
誰かと一緒なら！月2回墨に触れてみませんか？
日　時　第2・4火曜日　午後2時～4時
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／月

【習字サークル】

おすすめ講座のご案内

　地域の居場所づくりの一環として、薫り高いドリップコーヒーを飲みながらみんなでおしゃべりす

る場を3年前にオープンしましたが、軌道に乗ってきた矢先、コロナ禍で再開できませんでした。

　その後、昨年から徐々に開催することができるようになり、アットホームなおしゃべりの場を取り

戻しつつあります。是非、気楽にお立ち寄りいただきたいと思います。

おしゃべり場「なごみの里」紹介！
原則、毎月第２木曜日　午後1時～4時・吉見集会所で開催

コーヒー（お菓子付き）
１００円　※こども無料
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誰かと一緒なら！月2回墨に触れてみませんか？
日　時　第2・4火曜日　午後2時～4時
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／月

【習字サークル】

おすすめ講座のご案内

　地域の居場所づくりの一環として、薫り高いドリップコーヒーを飲みながらみんなでおしゃべりす

る場を3年前にオープンしましたが、軌道に乗ってきた矢先、コロナ禍で再開できませんでした。

　その後、昨年から徐々に開催することができるようになり、アットホームなおしゃべりの場を取り

戻しつつあります。是非、気楽にお立ち寄りいただきたいと思います。

おしゃべり場「なごみの里」紹介！
原則、毎月第２木曜日　午後1時～4時・吉見集会所で開催

コーヒー（お菓子付き）
１００円　※こども無料
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　田尻町ソフトテニス協会では、次のとおりソフトテニス教室を開催しますので、ふるってご応募ください。
主　催　田尻町スポーツ協会　田尻町ソフトテニス協会
期　間　令和5年4月から令和6年3月まで１年間、4か月を1期とする3期で構成，通期も可能
募　集　第１期　Aクラス　4月6日～7月27日　木曜日　午前10時～正午　募集数15名
　　　　　　　　Bクラス　4月1日～7月22日　土曜日　午後7時～9時　　募集数15名
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、Tel 490-2300）
対　象   高校生以上の田尻町在住在勤者。ただし、定員に満たない際は町外在住者も対象とします。
参加費   登録料（ボール代・保険料・事務経費等）年間5,000円　受講料5,000円（1期分）
締切日   第1期　3月22日  ただし、各クラスとも定員になり次第募集を締め切ります。
その他　詳細は下記へお問い合わせください。
申込・問　田尻町スポーツ協会　田尻町ソフトテニス協会事務局　〆野(Tel 466-2320)

掲 示 板掲 示 板掲 示 板み
ん な

の

令和5年度シーサイドドームソフトテニス教室（第3期）受講者募集のお知らせ

　昨年、全国ジュニアオリンピックや数々の
大会で優勝を達成した久野日菜乃選手がWUG
日本代表候補に選出されました。
　また、今村圭吾選手はパリ五輪をめざし、
オーストラリア強化合宿に選出されました。

田尻町水泳連盟からのお知らせ

さあ、KANSAIから旅に出よう　~Fly from KANSAI~
　関西の空港からの就航地への旅の魅力や最新情報をお伝えするウェブサイト「Fly from KANSAI」
　旅に行きたくなる旬の就航地のおすすめスポットや現地の最新レポート、キャンペーン情報などをお届けして
います。
　さらに次回の旅の計画に役立つ、関西3空港（関西国際空港・大阪国際空港・神戸空港）の国内路線の運航状況
も随時更新しています。
　無料のメールマガジンも配信中ですので、ぜひご登録ください。
　ぜひウェブサイトをチェックして、KANSAIから広がる空の旅へお出かけください！

FLY fromKANSAIウェブサイト
https://www.kansai-airport.or.jp/flyfromkansai/

問　田尻町スポーツ協会　田尻町水泳連盟　Tel 465-1735

水泳連盟では、ちびっ子から大学生まで、
大阪・近畿・全国で活躍しています。
応援よろしくお願いします！
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ワイドアングルワイドアングルワイドアングル

　多年にわたりスポーツ少年団の充実に寄与した
貢献をたたえ、次のとおり感謝状が贈呈されまし
た。今後も益々のご活躍を期待します。
　大阪府知事感謝状　　　　　　　中川　達夫  氏
　大阪府教育委員会感謝状　　　　中川佐智子  氏
　大阪府スポーツ協会会長感謝状　今井　猛史  氏

大阪府スポーツ少年団創設60周年記念
感謝状贈呈

　永年にわたり田尻町のスポーツ推進に尽力さ
れた田尻町スポーツ推進委員の田代梅男氏が近
畿スポーツ推進委員協議会功労者として表彰さ
れました。おめ
でとうございま
す。
　今後のさらな
るご活躍を期待
します。

近畿スポーツ推進委員協議会功労者表彰

　1月26日（木）の第69回文化財防火デーに先立
ち、1月22日（日）に田尻町の歴史的財産を火災
等から守り、より多くの方々に文化財の大切さ
と火災予防を呼びかけるため、田尻町消防団並
びに泉州南広域消防本部が合同で『田尻歴史館
（愛らんどハウス）』において文化財消防訓練
を実施しました。

文化財消防訓練を実施

　田尻町こども会育成連絡協議会が、永年にわ
たり、こども会活動の指導者の育成を通じ、こど
も会活動の振興とこども達の健全育成に寄与し
た功績が評価され、全国子ども会連合会より表
彰されました。
おめでとうござ
います。今後の
さらなるご活躍
を期待します。

全国子ども会連合会表彰を受賞

　田尻町立小学校4年生の三谷姫愛さんが、1月15
日にグリーンアリーナ神戸で開催された第8回リア
ルチャンピオンシップ大会（小学4年女子クラス
32kg以上）に出場し、見事3位に入賞され、栗山町
長を表敬訪問されました。
　幼稚園からの練習の積み重ねが全国大会3位とい
う素晴らしい結果になったそうです。
　栗山町長からは、「次は優勝めざして頑張ってく
ださい。」と激励がありました。
　おめでとうございます。今後さらなるご活躍を期
待します。

第8回リアルチャンピオンシップ大会
（空手）で３位に入賞
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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。）

3月23日（木）
午後1時～4時

（一人1回30分）

3月23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。

3月22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

3月22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）3/17（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



28

ワイドアングルワイドアングルワイドアングル

　多年にわたりスポーツ少年団の充実に寄与した
貢献をたたえ、次のとおり感謝状が贈呈されまし
た。今後も益々のご活躍を期待します。
　大阪府知事感謝状　　　　　　　中川　達夫  氏
　大阪府教育委員会感謝状　　　　中川佐智子  氏
　大阪府スポーツ協会会長感謝状　今井　猛史  氏

大阪府スポーツ少年団創設60周年記念
感謝状贈呈

　永年にわたり田尻町のスポーツ推進に尽力さ
れた田尻町スポーツ推進委員の田代梅男氏が近
畿スポーツ推進委員協議会功労者として表彰さ
れました。おめ
でとうございま
す。
　今後のさらな
るご活躍を期待
します。

近畿スポーツ推進委員協議会功労者表彰

　1月26日（木）の第69回文化財防火デーに先立
ち、1月22日（日）に田尻町の歴史的財産を火災
等から守り、より多くの方々に文化財の大切さ
と火災予防を呼びかけるため、田尻町消防団並
びに泉州南広域消防本部が合同で『田尻歴史館
（愛らんどハウス）』において文化財消防訓練
を実施しました。

文化財消防訓練を実施

　田尻町こども会育成連絡協議会が、永年にわ
たり、こども会活動の指導者の育成を通じ、こど
も会活動の振興とこども達の健全育成に寄与し
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午前9時～午後5時

指導課
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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。

3月22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

3月22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）3/17（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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日

5 6 7 8 9 10 11

12 13 15 16 17 18

19 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31 1

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〉春分の日
〈公民館休館日〉

〈公民館休館日〉

田尻町　令和5年    3月  行事カレンダー

2月 3月

20

26 2827 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　
　　　　
　　

ふ  ヘルス・栄養相談
     午後１時30分～
　（P.17）

ふ  コロナワクチン集団
　  接種
     午前9時～（P.15）

相  女性のための相談
   （P.29）
     午前10時～
ふ  ピーナッツ倶楽部
     午前10時～（P.16）
インボイス制度説明会

（エブノ泉の森ホール）
（P.20）
午後2時30分～

4月

議会
自殺予防月間（P.17）
春の火災予防運動
　　（～7日）（P.24）
田尻町少年消防クラブ員
募集（～31日）（P.24）
農業委員会委員募集
（～31日）（P.21）
自衛官募集（P.22）

議会 教育委員会会議

議会 議会 議会議会

中学校卒業式
ふ  障害者のための
　  茶話会ルリエin
　  たじり　　
     午後１時～
ふ  健活プラス（P.17）
　  午前10時～
ふ  こころの健康づくり・
     思春期講演会
     午前10時～

三幸祭
（シーサイドドーム）
（P.14）
午前10時～

ふ  1歳6か月児健康診査
     時間は個別通知

小学校卒業式
た 健活ウォーキング
    教室（P.17）
    午前10時～
ふ  健康カフェ（P.17）
    午前11時～
ひきこもり家族教室
（泉佐野保健所）（P.18)
午後1時30分～

エンゼル終業式
修了式（小・中学校）
歴  竹細工展
     午前9時～28日まで
   （P.14）
大阪府手話通訳者養成
講座申込締切（P.19）

ふ  認知症講演会
   （P.18）
     午後2時～

エンゼル修了式総合防災訓練
（駅上広場）
（P.5）
午前9時～

脈の日（P. 18）
なごみの里カフェ
午後1時～
吉見集会所（P.26）

ふ　田尻町議会議員
　　一般選挙立候補
　　説明会
　　午前10時～
ふ　ラッコ倶楽部
　　午前9時50分～

ふ　子育て応援講演会
　　午前10時～

公 おはなし会
　 午前11時～
　（P.13）

吉見ノ里駅前広場式典
午前10時～（P.21）
ふ  キッズ工作ひろば
     午後2時～（P.11）
精神保健福祉講座
（泉佐野市社会福祉
   センター）（P.19）
午後1時30分～
泉州おもてなしセミナ
ー（岸和田市民公民館）
午後2時30分～、
午後7時～（P.22）

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）
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　午後4時まで）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　午後4時まで）

公  ワイワイフェスタ
　　午後1時10分～

〈ふれ愛センター
　　　休館日〉

議会
出張認知症カフェ
（和caféここら）
午後2時～（P.18）
公  弁護士相談（P.29）
午後1時～
公  行政相談（P.29）
午後1時～


