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11 月９日（土）
、秋晴れの中、岬中学校で「ふれ
体育館では、みさっきーが読書の大切さを紹介をし
た後、家庭学習「みさきホームスタディウィーク」の
成果が発表されました。その後のパフォーマンスでは、
練習の成果を出そうと張り切る子どもたちと頑張って
いる子どもの姿を見てわき立つ人々で大賑わい。また、
中庭の模擬店では、食事やゲームに興じる光景も。
みなさんのいきいきとした様子がとても印象に残
る一日でした。

12 月のカレンダー
※くわしい内容は掲載ページをご覧ください。
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淡輪公民館休館日
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ピアッツァ５休館日
生涯学習課
（青少年センター・
文化センター）休館日
歴 岬の歴史館休館日
金
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消費者相談（13）岬自然散策会
（３）
絵本の学校（９） クリスマスおは
なし会（９）
第２回泉州リレ
ーマラソン
（11 月号）
障がい者相談
（13）KIX キャラクタ
げんき１番！健康 ー祭り、スマイ
スイッチ教室（６）リンク KIX アイ
幼児教室、ほのぼ スパーク（14）
のクラブ（８）
おとこの健康道場
（９月号）

※年末年始の業務等は４・５ページに掲載しています。

関空NEWS

TABi フェス 2013

関西空港では、20 代を中心とした若い方々に海外旅行をより身近により楽しく感じていただく

イベント「TABi フェス 2013」を開催します。ハワイ旅行など海外旅行をはじめ豪華プレゼントが

あたる世界ウルトラクイズ、カラオケ選手権をはじめ、韓国で人気のパフォーマンス「NANTA」
公演、海外旅行セミナー、世界のグルメ屋台など、豊富なコンテンツでお楽しみいただけます。
▼日時
▼場所

12 月７日（土）
、8 日（日） 10 時～ 18 時

▼問合せ

関西空港会議場＆南イベント広場
関西空港案内

☎ 455 ‐ 2500
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イベント・催し情報
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第 21 回泉州国際市民マラソン

１
４

2

▼申込先
尾和 ☎ ︲１３０５
高木 ☎ ︲３３０７
※次回は 月 日 大曲林
道から飯盛山を予定してい
ます︒

（土）

１月のイベント

11

２０１４新春里海まつり
寒稽古フェスタ

10

〝 海 に 吼 え る！〟

▼とき １月 日
午前 時〜
▼ところ
せんなん里海公園潮騒ビ
バレー及びときめきビーチ
模範演舞︵剣道・
▼内容
柔 道・ 太 極 拳 等 ︶︑ バ ン ド
演奏︑とんど焼き︑一般参
加ゲーム︵宝探し・ビンゴ
等 景 品 あ り ︶︑ 里 海 鍋 提
供︑災害用備蓄米︵かやく
御飯︶など
▼参加費・駐車料金 無料
▼主催 ２０１４新春里海
まつり 寒稽古フェスタ﹁海
に吼える！﹂実行委員会
▼問合せ せんなん里海公
園管理事務所
☎ ︲２６２６
︲２６８８

FAX
494494

月 日までの日程は
カレンダー︵ ページ︶
に掲載しています

14

12

月のイベ ン ト

12

12

200

岬自然散策会

〜孝子の戦跡と
八王子峠越え〜
月 日
▼とき
▼集合場所・時間
○淡輪駅 午前９時
○みさき公園前
午前９時 分
○岬町役場 午前９時 分
▼行き先 孝子小学校︵
時出発︶〜砲台設置跡〜伊
豆賀口池〜葛城修験道〜八
王子峠〜東畑横手
※歩行時間約２時間 分
︵約 ㎞ ︶ の 行 程 で す ︒
※帰りは別所の台方面まで
バス︒
円︵バス代︶
▼参加費
※一般参加者は保険代とし
て別途 円が必要です︒
▼ 服 装 長 袖︑ 長 ズ ボ ン︑
帽子︑手袋
▼持ち物 弁当︑水筒︑ス
トック︑その他
月 日
▼申込期限
300

6.5

1

25

492492

（土）

親子ランニング参加者募集！

▼とき 平成 26 年２月 16 日（日） 午前 10 時 30 分スタート
▼コース りんくう公園 シンボル緑地内特設コース
▼種目 1km または２km
▼制限時間 30 分以内
▼募集人数 200 組（募集人数を超えた場合は抽選）
▼参加資格 町内在住の３歳から小学３年生までの子どもと保護者の２名１組
▼参加費 １組 1000 円（傷害保険代含む）
▼申込期間 12 月９日（月）～ 20 日（金）
▼申込方法 泉州国際市民マラソン事務局へ郵送または FAX でお申込みください。
※申込用紙は生涯学習課または泉州国際市民マラソン事務局にあります。
▼問合せ 〒 596 ‐ 0054 岸和田市宮本町 27 ‐ 1 泉州ビル８階
泉州国際市民マラソン事務局 ☎ 436 ‐ 0849 FAX 423 ‐ 4741

10 月の議会の主な活動
５日
８日
９日
12 日
16 日
20 日
21 日
22 日
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各小学校運動会
大阪広域水道企業団議会議員定数等調
査委員会
農業委員会
各保育所運動会
例月監査
愛の家運動会
深日港活性化特別委員会
道州制と町村議会に関する研究会

平成 25（2013）年 12 月号

22 日
23 日
24 日
25 日
27 日
28 日
29 日
30 日
31 日

全国町村議長会理事会
全国町村議長会会長会議
空港対策・企業誘致委員会
阪南市・岬町第二阪和国道延伸連絡協議会
深日漁港ふれあいフェスタ
南部地区議長会視察研修（～ 29 日）
長生会連合会スポーツ大会
大阪府農業委員大会
園遊会

年末年始の業務等のお知らせ
◆役場等の業務日
施設名
役場本庁
保健センター
子育て支援センター

年内最終日

閉館期間

12 月 27 日（金）

各保育所
文化センター
青少年センター
淡輪公民館
アップル館

12 月 28 日（土）

健康ふれあいセンター

12 月 29 日（日）

こぐま園

業務開始日

12 月 28 日（土）
〜１月５日（日）

１月６日（月）
１月４日（土）

12 月 29 日（日）

※各保育所は、通常保育

〜１月３日（金）のため早延長保育を実施
します。

12 月 30 日（月）
〜１月４日（土）
12 月 21 日（土）
12 月 20 日（金）
〜１月５日（日）
▼問合せ

まちづくり戦略室

１月５日（日）
１月６日（月）

秘書人事担当

☎ 492 － 2769

◆ごみ収集
収集地域
ごみの種類

可燃ごみ
紙類・古着類
プラスチック
ごみ

淡輪・望海坂・深日（岬公園） 多奈川・孝子・深日（岬公園以外）

年内最終日 12 月 30 日（月）
年始開始日
１月６日（月）
年内最終日 12 月 27 日（金）
年始開始日 １月 10 日（金）
全

ペットボトル
空き缶・空ビン

年内最終日 12 月 31 日（火）
年始開始日
１月７日（火）
年内最終日 12 月 26 日（木）
年始開始日
１月９日（木）
域

年内最終日 12 月 25 日（水） 年始開始日
年内最終日 12 月 18 日（水） 年始開始日

１月８日（水）
１月 15 日（水）

◆粗大・不燃ごみ及び臨時ごみの収集受付

粗大・不燃ごみ及び臨時ごみの収集受付は 12 月 27 日（金）までです。年始は、１月６日（月）から

受付を行います。12 月下旬頃の申込みは混雑が予想されますので、なるべくお早めにお願いします。

粗大ごみ及び小型不燃ごみとして無料で収集するものを除く不燃ごみの収集は有料です。タンスやふと

んなどの粗大ごみ、蛍光灯や陶磁器など無料収集するものを除く小型不燃ごみ、
「粗大ごみ等処理券」を
お近くの取扱店で購入いただき、受付センターに連絡して予約された日時に家の前に出してください。

※「粗大ごみ等処理券」を貼った粗大ごみや不燃ごみを地域のごみ集積場に出しても収集いたしません。
▼粗大・臨時ごみ受付センター

☎ 488 － 3333

◆「大型粗大ごみ」の年末年始の直接搬入について

「大型粗大ごみ」の直接搬入は、12 月 28 日（土）までです。年始は、１月４日（土）から毎週土曜日、

午前 10 時から午後４時まで美化センターに直接搬入できます。

◆コミュニティバスの運行ダイヤ

12 月 31 日（火）～１月３日（金）までの期間中、コミュニティバスは日祝ダイヤで運行いたします。
ご理解のほどよろしくお願いいたします。
▼問合せ 住民生活課生活環境係 ☎ 492 － 2714
平成 25（2013）年 12 月号
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◆年末年始の休日診療所について
施設名

所在地

診療科目

自宅の車やタクシーで病院に行ける方のた
めに、
「病院照会」を行っていますので、お気
軽にお問い合わせください。

泉州南消防組合岬消防署

泉佐野・熊取・田尻
休日診療所

診療日時・受付

泉佐野市湊
１ ‐ １ ‐ 30

和歌山市夜間休日応急 和歌山市吹上
診療センター
５ ‐ ２ ‐ 15

▼日時
12 月 30 日（月）
～１月３日（金）
10 時～ 17 時
▼受付
９時 30 分～ 11 時 30 分
12 時 30 分～ 16 時 30 分
▼日時 年末年始
10 時～正午
13 時～ 17 時
19 時～翌６時

連絡先

☎ 492 ‐ 0119

内科 ☎ 464 ‐ 6040
小児科 FAX 464 ‐ 6041

内科
☎ 073‐425‐8181
小児科

※受診される前には、必ず一度お問い合わせください。

※受診される方は、健康保険証・医療証をお忘れなくご持参ください。

◆年末年始の救急医療情報
泉州南広域消防本部では、12 月 29 日（日）～ 1 月 3 日（金）に診察している病院の情報をホー

ムページに掲載します。

※掲載している病院であっても救急搬送や、当直医師の変更などで診察できないこともありますの
で、受診前に必ず病院に電話で確認してください。また、小児科や眼科、耳鼻咽喉科は、診察して
いる病院が限られ、夜間はさらに少なく、遠方になりますので、早めに受診してください。
▼ホームページ

http://www.senshu-minami119.jp/

■「救急安心センターおおさか」

病気やケガで「病院に行った方がいいのか？」
「診てもらえる病院がわからない？」
「救急車を呼べば

いいのか？」など、電話での救急相談や病院照会に、医師や看護師が 24 時間体制で応じています。緊

急性が高いときには、すぐに救急車を出動させるなど、1 本の電話でみなさんに安全・安心を提供します。
▼連絡先

○固定電話（プッシュ回線）
、携帯電話、PHS の場合
○固定電話（ダイヤル回線）
、IP 電話の場合

※緊急時には迷わず 119 番をしてください。

☎＃ 7119

☎ 06 ‐ 6582 ‐ 7119

■救急隊からのお願い

「救急車で行けば早く診てもらえるから」
「病院の場所がわからないから」などでの救急車の要請

は、本当に救急車を必要とする人の救命活動に支障をきたします。救急車の適正利用にご協力をお
願いします。
▼問合せ
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泉州南広域消防本部

平成 25（2013）年 12 月号

警備課（☎ 469 ‐ 0119

FAX

460 ‐ 2119）

健

康

事業名

ス

ケ

ジ

対象・定員等

ュ

日時・受付

ー

ル

その他
▼げんき１番！健康スイッチ教室
では、生活習慣病予防を目的とし
て運動教室２回 / 月、栄養講座６
回 / 年、調理実習１回 / 年を１年
を通して開催します。

■場所 ピアッツァ５
〇運動教室
▼「保健師健康相談」
、
「心の健康
おおむね 35 歳以上の方
（フィットネスルーム） 相談」は「各種相談」のページ（13
げんき１番！
（新規参加者優先）
12 月 20 日（金）
Ｐ）に掲載しています。
健康スイッチ教室
（要予約 定員 20 名）
１月 10 日（金）
午後１時～３時
▼毎月 10 日までの健康スケジュ
ールは前月号に掲載しています。
くわしくは「平成 25 年度健康づ
くり日程表」でお知らせしていま
すので、1 年間大切に保管して健
康づくりにお役立てください。

歳末火災特別警戒実施中

ダイヤル

１
119
１
9

～消すまでは
▼期間

心の警報

ON のまま～

12 月１日（日）～ 31 日（火）

泉州南消防組合各消防署及び各市町消防団では歳末火災特別警戒を実施し

岬消防署

ます。

期間中は、昼夜の巡回を強化し、火遊びや放火などによる火災の防止に努

めながら、みなさんに「火の用心」を呼びかける巡回広報を行います。

また、消防車や救急車の通行の妨げとなる駐車車両の移動や消火栓・防火水槽付近に置かれた物品の撤

去指導の強化など、火災被害の低減に努めます。みなさんも火の元、火の取り扱いには細心の注意を払う
ようお願いします。

▼放火されない環境づくり

例年この時季は、放火による火災が多く発生していますので、家の周りを常に整理し、大掃除などで出

たごみは、収集日の朝に出すなど、放火されない環境を作りましょう。
▼問合せ

○泉州南広域消防本部警備課

☎ 469 ‐ 0119

○火災・救急・救助は局番なしの 119 番

FAX

460 ‐ 2119

○携帯電話からも局番なしの 119 番

○医療機関照会・救急医療相談は「救急安心センターおおさか」
○携帯電話・プッシュ回線からは 「♯ 7119」
○ IP 電話・ダイヤル回線からは

☎ 06 ‐ 6582 ‐ 7119
平成 25（2013）年 12 月号
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献血
▼とき 12 月 23 日（祝）
午前 10 時〜正午、
午後１時〜４時
▼ところ オークワ岬店
▼協力 岬ライオンズクラブ
▼問合せ 保健センター
☎ 492 − 2424

12 月は大阪府献血推進月間です！
〜 400ml 献血にご協力を 〜
輸血を受けられる患者さんの安全性を高めるため、現在 400ml の
献血の需要が高まっており、200ml 献血はお断りする場合がありま
す。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
▼対象 男性 17 歳～ 69 歳、女性 18 歳～ 69 歳までです。
（65 歳
以上の方は、60 ～ 64 歳の間に献血経験のある方に限
ります。
）
▼ホームページ
http://wanonaka.jp（スマートフォン・パソコン）
http://wanonaka.jp/mobile（携帯）
▼問合せ 大阪府健康医療部薬務課 ☎ 06 － 6944 － 6699

インフルエンザにご注意を！
インフルエンザは毎年 12 月～３月に流行し、普通のかぜとは違い 38℃以上の発熱、頭痛、関

節痛など全身の症状が突然現れます。お子様ではまれに急性脳症を、ご高齢の方や免疫力の低下
している方では肺炎にかかるなど重症になることがあります。体調がいつもと違う場合には早め
に医療機関を受診しましょう。
■インフルエンザの予防方法
▼外出後の手洗い、うがい

▼加湿器等を利用して、適度な湿度（50 ～ 60%）を保持

※加湿器がなくても、濡れタオルを室内に干せば湿度を保てます。
▼十分な休養とバランスのとれた栄養摂取

▼人混みや、不要不急の外出を控える。外出する場合にはマスクを使用する。
▼流行前のワクチン接種

ノロウイルスによる感染性胃腸炎にご注意を！
ノロウイルスに汚染された食物や感染者の嘔吐物・便から経口感染し、非常に感染力が強いも

のです。症状は、下痢・吐き気・嘔吐・腹痛などで、通常１～３日位で回復します。
■二次感染を予防するための注意点

▼調理や食事前、トイレのあとはしっかり手を洗いましょう。

▼嘔吐物や便を処理するときは、使い捨てのビニール手袋などを使用しましょう。
▼嘔吐物や便を処理するときは、次の３原則を守りましょう。
○すぐにふき取る

ノロウイルスは乾燥すると空中に漂いやすく、これが

口に入ると感染することがあるので速やかに処理する。

○乾燥させない。

○消毒する（汚れた衣服や床、トイレのノブなど）

ノロウイルスの消毒には家庭用塩素系漂白剤が有効です。
（詳細は岬町ホームページをご覧ください）

消毒用アルコールや逆性石けんはあまり効果がありません。
▼問合せ
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保健センター

☎ 492 － 2424

岬町身体障害者福祉会優勝おめでとうございます
10 月 19 日、田尻町屋内グラウンドにおいて、
「第 46 回阪南地区身体障害者スポーツ・レクリエー
ション大会」が行われ「岬町身体障害者福祉会」が優勝し、トロフィーが授与されました。
「阪南地区スポーツ・レクリエーション大会」とは、高石市以南、８市４町の各市町身体障害者福
祉会が参加し、
「ざるひき、宝さがし、ジュース早飲み、玉
入れ等」競技を行うスポーツ大会です。
「岬町身体障害者福
祉会」は、年齢層が高いですが、みなさん和気あいあいと競
技を楽しみました。
身体障害者手帳をお持ちの方ならどなたでも入会できます。
体のハンデキャップを乗り越えていろいろな行事を通して社会
と触れ合い、親交を深めませんか？年会費は 500 円です。
▼入会申込み 南 ☎ 492 ‐ 3838

長松海岸清掃活動！
10 月 23 日（水）、小雨が降る中で和泉高校１年生
による海岸清掃が行われました。
また、10 月 30 日（水）には、岬高校３年生による
海岸清掃が行われました。
一生懸命に頑張ってくださり、ありがとうございま
した。

▼産業振興課

ほのぼのクラブ～親子交流・仲間づくりの場～
ＩＮ

望海坂第一集会所

▼問合せ

保健センター

☎ 492 ‐ 2424

▼育児相談 12 月 11 日（水） 10 時 30 分～ 11 時 30 分
▼わらべ唄遊び・絵本等の紹介・栄養相談
▼ふれあい遊び

12 月 20 日（金） 午前 10 時 30 分～正午

１月８日（水） 10 時 30 分～ 11 時 30 分

▼参加費 ４月以降平成 26 年の３月までの間に１家族につき１回のみ 300 円をご負担ください。以降は無料です。

地域の子育て応援します！
▼問合せ 子育て支援センター ☎４９２－１３５０
◆幼児教室

◆園庭遊び

▼とき

▼とき

12 月 20 日（金） 午前 10 時 30 分～ 11 時 30 分

12 月 25 日（水）

午前 10 時～ 11 時

※今月 18 日（水）はお休みです。

▼ところ

※警報発令時中止

▼内容

▼ところ
▼内容

子育て支援センター
合同クリスマス会（こぐま園・パンダ教

室・子育て支援センター）
▼持ち物
▼対象

着替え・お茶・タオル

※雨天中止

淡輪・深日・多奈川各保育所

○園庭遊び
○子育て相談（身体計測あり）
▼持ち物
着替え・帽子・お茶・タオル

１歳児～就学前児
平成 25（2013）年 12 月号
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寄附ありがとうございます
10 月 31 日（木）
、国際ソロプチミスト大阪りんくう様
から「図書購入費として金５万円」
、
「子ども
たちの安全確保に資するため軽自動車１台」
をご寄附いただきました。
また、中高生のデート DV 予防啓発のため
に、デート DV 予防啓発の標語入りキズテー
プを寄附いただき、町内中学校・高校の生徒
1,149 名に配布しました。
ありがとうございました。
▼学校教育課・秘書人事担当・人権推進課

子育て支援センターの「図書コーナー」が拡大！
子育て支援センターでは、親子が気軽に集い、交流し、子育ての喜びや楽しみを共有できる「場」とし
て地域のみなさまにご利用していただいています。大阪府地域福祉・子育て支援交付金を活用し、乳幼児
と保護者を対象とした絵本や育児に関する本を増冊いたしました。皆様のご利用をお待ちしております。
▼対象 岬町在住の０歳児から就学前児とその保護者
▼内容 絵本や育児に関する本の貸出し
▼場所 子育て支援センター 岬町深日 2026
▼開設日時 月～金曜日 10 時～ 16 時 30 分 （祝日・12 月 29 日～１月３日を除く）
▼利用の手続き 貸出しノートに記入して下さい。 ※図書の貸出しは１人５冊までです。
▼料金 無料
▼問合せ 子育て支援センター ☎ 492 ‐ 1350

図書だより
☆アミ

本の紹介

小さな宇宙人
著者 ： エンリケ バリオス
☆ここはボツコニアン３
著者 ：宮部 みゆき
☆月神
著者 ：葉室 麟
☆ローズの小さな図書館
作者 ：キンバリー ウィリス ホルト
※淡輪公民館では、大
阪府立中央図書館より
本の貸出を受けていま
す。公民館にない本、
貸し出し中の本もリク
エストしてください。
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アップル館からお知らせ
今月はクリスマスの絵本を展示しています。
▼「絵本の学校」第４回 ※見学できます。
12 月 13 日（金） 午前 10 時〜正午 ※保育あります
○テーマ「クリスマス絵本を楽しもう」
▼クリスマスおはなし会（パネルシアター・紙芝居等）・
工作教室 12 月 14 日（土）午後２時〜
▼わらべうたで遊ぼう！（乳幼児（０〜１歳）対象）
12 月 17 日（火） 午前 11 時〜 11 時 30 分
▼開館時間・曜日
水曜〜土曜の午後１時〜５時（ただし第２週・第４週の日
曜は開館）と、第１週・第３週の火曜の午前 10 時〜午後１時
▼問合せ ☎・FAX 492 ‐ 6050
※ ホ ー ム ペ ー ジ を リ ニ ュ ー ア ル し ま し た。 http://
www9.ocn.ne.jp/~applekan/
※休館日については、２ページに掲載している 12 月のカ
レンダーの「 ア 」マークをご確認ください。

▼第１回

「統合失調症の理解と治療」

○とき

１月 22 日（水）14 時～ 16 時

○講師

よねもと診療所

よねもと し げ お

米本重夫氏（精神科医）

▼第２回

「回復を支援する家族のかかわり」

○とき

２月３日（月）14 時～ 16 時

○講師

新阿武山クリニック

にしかわきょうこ

西川京子氏（精神保健福祉士）
▼第３回

「社会資源と当事者の思い」

○とき

２月７日（金）14 時～ 16 時

○講師

統合失調症当事者、相

①耕作面積が 10 アール以上の

鍵をかけましょう。

②①に規定する者の同居の親族

や「二重ロック」で盗難を防止

作に従事している者

■ひったくりに注意！

農地について耕作の業務を営む

くり防止カバー」
をつけましょう。

であって、年間 60 日以上の耕

ましょう。

員会が認めた者

らの帰宅途中に狙われないよ

耕作業務を営む者

○盗まれにくい
「シリンダー錠」

又は配偶者で年間 60 日以上耕

しましょう。

③①に規定する一定面積以上の

○自転車の前かごには「ひった

農業生産法人の組合員又は社員

○バッグは車道と反対側に持ち

作業務に従事していると農業委

○特に、銀行などの金融機関か

▼申請期限

う、ときどき後ろを振り返るな

▼申込・問合せ

■車上ねらいに注意！

平成 26 年１月 10 日（金）

どして注意しましょう。

産業振興課

○車から離れるときはカバンな

☎ 492 ‐ 2749

◆泉南警察署からお知らせ
～歳末警戒実施中～

どを放置せず、車内を「カラッ
ポ」にしましょう。
■空き巣に注意！

○外出時には必ず鍵をかけましょう。

■振り込め詐欺に注意！

○二重ロックなどの防犯対策を

佐野市上瓦屋 583 ‐ １）

なっていたお金をお返しします。
」

■夕暮れ時と夜間の交通事故防止

族（原則３回参加できる方で、

人の ATM を操作させて現金を振

材を活用して周囲に存在を知ら

族などを装い「電話番号が変わっ

○自転車を利用する時は、夕暮

示談金などを振り込むよう要求

けましょう。

込め詐欺に注意しましょう。

分に注意しましょう。

談支援事業所職員等
▼場所

泉佐野保健所講堂（泉

▼対象

統合失調症患者のご家

先着 20 名）
▼申込み

大阪府泉佐野保健所精神保健

福祉チーム

☎ 462 ‐ 4600

◆農業委員会委員選挙人名
簿の登載申請について
農業委員会等に関する法律の

官公庁職員を装い「過払いに

などと電話をかけ、コンビニや無

強化しましょう

○明るい色の服を着用し、反射

り込ませる「還付金詐欺」や、親

せましょう。

た。
」などと電話をかけ、事故の

れ時の早めのライト点灯を心掛

する「オレオレ詐欺」などの振り

○交差点では、車両の動きに十

■自転車の盗難に注意！

▼問合せ

○自転車には、短時間でも必ず

泉南警察署 ☎ 471 ‐ 1234

規定により、農業委員会委員選
挙人名簿の作成のため、登載申

請を受付けます｡ 次の要件を満

たされる方は申請してください｡
※選挙人名簿に登録されていな

い方に、農業委員会委員選挙の選
挙権及び被選挙権はありません｡
▼岬町に住所を有すること

▼ 満 20 歳 以 上 の 者（ 平 成 26
年３月 31 日現在）

▼次の①～③のいずれかに該当
する者

◆平成 25 年工業統計調査を実施します
工業統計調査は我が国の工業の実態を明らかにすることを

目的とした統計法に基づく報告義務がある重要な統計です。
調査結果は中小企業施策や地域振興などの基礎資料として

利活用されます。

調査時点は 12 月 31 日です。調査票へのご回答をお願い

いたします。
▼問合せ

大阪府総務部統計課工業・動態グループ

☎ 06 ‐ 6210 ‐ 9207

平成 25（2013）年 12 月号

岬町ホームページアドレス http://www.town.misaki.osaka.jp/

◆統合失調症家族教室
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◆国民年金保険料の納め
忘れはありませんか？
国民年金保険料は、毎月の保

険料を翌月の末日までに納めて

いただくことになっています。
納め忘れ等による未納分の保

険料があると、ケガや病気等が
原因で、万が一障害の状況にな
ったときに障害年金を受けられ
なくなったり、加入者が亡くな
ったとき遺族に支払われる遺族
基礎年金が受けられなくなって

ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ お知らせ

役場へのお問い合わせは直通電話へ

しまうことがあるだけでなく、

11

老齢基礎年金が将来的に受け取
れない場合があります。納め忘
れがないか、今一度ご確認くだ
さい。

○障害年金を受ける場合は初診

日、死亡の場合は死亡日の月の
前々月までの被保険者期間のう

ち、免除期間を含む保険料を納付

した期間が３分の２未満の場合。
○初診日または死亡日の月の

前々月までの１年間に保険料の
未納がある場合。

案内や免除等の申請手続きのご
います。

委託事業者は、戸別訪問に

より保険料をお預かりする場

合、顔写真入りの納付督励証明
書（身分証）を提示し、日本年

日本年金機構では、全国 312

か所の年金事務所管内におい

て、国民年金保険料の納め忘れ
等がある方に対して、電話、文

書、戸別訪問等による納付のご

集

◆学習・学校生活支援
ボランティア募集
外国から日本に移住された小

金機構が発行する納付書をお持

学校児童への学習や学校生活を

することが可能となっています

アの方を募集します。

納付書をお持ちでない方から保

無理のない範囲でかまいません。

ません。また、委託業者に対し

○児童の言語は、英語もしくは

厳格な安全管理措置を講じてお

○報償費なし・交通費なし・傷

る個人情報は、ご案内を行うう

▼問合せ

ちの方に限り保険料をお預かり

支援していただけるボランティ

ので、日本年金機構が発行する

○支援時間は学校と相談の上、

険料をお預かりすることはあり

○支援場所は淡輪小学校です。

ては、情報漏えい防止のために

タガログ語です。

り、日本年金機構が提供してい

害保険あり

えで必要となる情報に限定して

局指導課

岬町教育委員会事務
☎ 492 ‐ 2719

います。

国民年金保険料の納付につい

その他

て、委託業者にお問い合わせさ
れる場合は、送付されてきた郵
送物等をご用意ください。

■委託事業者
（貝塚年金事務所）
（株）オリエントコーポレーション

▼問合せ

◆国民年金保険料のご案内
を民間委託しています

募

案内を民間委託業者に委託して

国民年金案内デスク

コールセンター

☎ 0120 － 217 － 736

◆大阪府里親シンポジウム
▼日時

12 月 15 日（日）

13 時 30 分～ 16 時

▼場所 ヴェルノール布施５階

「夢広場」
（近鉄奈良線布施駅前

※その他の地域を担当する委託

リージョンセンター内）

構ホームページまたはお近くの

ージ、相談コーナーなど

▼問合せ

▼参加費

事業者については、日本年金機

▼内容

里親の体験談やメッセ

年金事務所でご確認ください。

▼対象

大阪府民

貝塚年金事務所 ☎ 431 ‐ 1122

無料

▼主催 大阪府・大阪里親連合会

▼問合せ 大阪府福祉部子ども室
家庭支援課 ☎ 06 ‐ 6944 ‐ 6318

平成 25（2013）年 12 月号

◆ 12 月の納税
■町府民税
▼納期限

第４期分

12 月 25 日（水）

◆平成 26 年度以降に適用される町・府民税の改正
■町・府民税均等割税率の改正

東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災の

ための施策に必要な財源に係る地方税の臨時特例に関する法律が

施行されたことに伴い、全国的に、かつ、緊急に地方公共団体が

納期限までに、お近くの金融

実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保するための

い。銀行口座振替又は、郵便局

において、町・府民税の均等割の税率にそれぞれ 500 円が加算さ

機関や郵便局で納めてくださ

臨時の措置として、平成 26 年度から平成 35 年度までの 10 年間

自動払込をご利用の方は、預貯

れ、均等割税率が 4,000 円から 5,000 円に変更となります。

金残高をお確かめください。振

替 日 又 は 払 込 日 は 12 月 25 日

（水）です。
▼問合せ

税務課納税係 ☎ 492 ‐ 2765

◆税務署からのお知らせ

町民税
府民税
合計

平成 25 年度まで 平成 26 年度～平成 35 年度まで
3,000 円
3,500 円
1,000 円
1,500 円
4,000 円
5,000 円

■公的年金所得者の寡婦（寡夫）控除申告手続きの簡素化

公的年金などに係る所得以外の所得を有しなかった人が寡婦

（寡夫）控除を受けようとする場合、町・府民税（個人住民税）
の申告書の提出を不要とすることとされました。

■記帳・帳簿等の保存制度の対

※年金保険者（特別徴収義務者）に提出する扶養控除申告書に「寡

個人の白色申告者のうち、事

「寡婦（寡夫）
」の控除が適用されません。この場合、控除の適用に

象者の拡大

業所得、不動産所得又は山林所

婦
（寡夫）
」
の記載を忘れたり、
扶養控除申告書を提出しなかった人は、
あたっては、確定申告または、町・府民税申告が必要となります。

得を生ずべき業務を行う全ての
方（所得税及び復興特別所得税

の申告の必要がない方も対象）

場合には、所得税の確定申告を

帳簿書類の保存が必要です。

※複数から受給されている場合

は、平成 26 年１月から記帳と

する必要はありません。

年

金

■ご存知ですか？公売

は、その合計額です。

差し押さえた不動産や宝飾品な

還付を受けるためには、確定申告

■「還付金詐欺が急増！」

○公的年金等に係る雑所得以外

を名乗り、医療費の還付金を装

公売とは国税局又は税務署が

どの財産を、入札又は競り売り
の方法によって売却することを
いいます。

○この場合であっても、所得税の
書を提出する必要があります。

の所得があり、その所得金額が

■公的年金を受給されている方へ

20 万円以下で所得税の確定申

額が 400 万円以下（※）
で、
かつ、

住民税の申告が必要です。

公的年金等の収入金額の合計

公的年金等に係る雑所得以外の

所得金額が 20 万円以下である

告が必要ない場合であっても、
▼問合せ

泉佐野税務署 ☎ 462 ‐ 3471
前月比

人 の 動 き
平成 25 年 11 月１日現在

世帯数 ７，７１７ （ー ３）
人 口 １７，０９９人（－３２）
男
８，０３２人 （－１６）
女
９，０６７人 （－１６）

◆防犯速報
さ

ぎ

役場や社会保険事務所の職員

よそお

だま

って、現金を騙し取る事件が多
発しています。

ATM（現金自動預払機）で

還付金を受け取ることは絶対に
ありません！

「0120 ‐ ○○に電話して…」

や「ATM に行って…」という

ような電話がかかってきたら、
詐欺の可能性が高いので警察や
役場に相談ください。
▼問合せ

保険年金課

☎ 492 ‐ 2705

平成 25（2013）年 12 月号

岬町ホームページアドレス http://www.town.misaki.osaka.jp/

税

12

各 種 相 談
相談業務名

◆法律相談（予約制）

ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ お知らせ

役場へのお問い合わせは直通電話へ

◆行政相談

13

※くわしくはお問い合わせください。

日時等
12 月 11 日（水）
・25 日（水）
午後２時〜５時（定員６名）
12 月 17 日（火）
午前 10 時〜正午

場所・予約・問合せ
役場住民活動センター
まちづくり戦略室 ☎ 492 − 2775
役場相談室
まちづくり戦略室 ☎ 492 − 2775

◆障がい者相談

■役場相談室（要予約）
■役場相談室
12 月20 日（金）午後１時 30 分〜３時
地域福祉課 ☎ 492 − 2700
■愛の家「みらい」相談室
■愛の家「みらい」相談
平日９時～ 17 時
☎ 494 ‐ 0123 ／ FAX 494 ‐ 0102
※来所・訪問・電話・ＦＡＸ・メール
メール mirai@ainoie.jp
等で対応。なお、緊急の電話対応は、相
■障がい者出張相談
談員が 24 時間対応。
役場相談室
■障がい者出張相談（要予約）
地域福祉課 ☎ 492 − 2700
12 月18 日（水）午後１時 30 分〜４時

◆介護相談

■岬町地域包括支援センター
■岬町地域包括支援センター
高齢福祉課 ☎ 492 − 2716
平日 午前９時〜午後５時 30 分
■在宅介護支援センター淡輪園
■在宅介護支援センター淡輪園
☎ 494 − 0789
年中無休・24 時間体制

◆教育に関する相談

平日

◆消費者相談

12 月 13 日（金）午後１時〜４時

◆人権相談

◆総合生活相談
◆地域就労支援相談

午後１時 30 分〜３時

■住民活動センター
12 月３日（火）
、17 日（火）
午後１時 30 分〜３時
■岬町人権協会多奈川事務所
（文化センター内）
月・火・木曜日（祝日は除く）の
午前９時〜午後５時
■岬町人権協会淡輪事務所
（淡輪地域協議会）
水・金曜日（祝日は除く）の午前
９時〜午後５時
火〜金曜日（祝日は除く）の
午前９時〜午後５時
平日

午前９時〜午後５時

◆障がい者就労・生活相談 平日 午前９時〜午後５時
◆保健師健康相談

平日

午前９時〜午後５時 30 分

学校教育課・指導課

☎ 492 − 2719

役場監査委員室
産業振興課 ☎ 492 − 2749
■人権推進課
☎ 492 − 2773
■岬町人権協会多奈川事務所
（文化センター内）
☎ 492 − 3270
■岬町人権協会淡輪事務所
（淡輪地域協議会）
☎ 494 − 1508
文化センター

☎ 492 − 0304

地域就労支援センター ☎ 492 − 0341
NPO 法人障害者自立支援センター
☎ 463 − 7867 ／ FAX463 − 7890
岬町立保健センター ☎ 492 − 2424

◆心の健康相談（予約制）１月８日（水） 午前 10 時～正午

岬町立保健センター ☎ 492 − 2424

◆育児相談

平日

午前 10 時〜午後４時 30 分

子育て支援センター ☎ 492 － 1350

◆療育相談

平日

午前 10 時〜午後４時 30 分

こぐま園 ☎ 492 － 1131

12 月 17 日（火）午後１時～４時

▼会場 岬町立保健センター

◆相続・遺言相談（予約制）※行政書士による相談を行います。 ▼予約 まちづくり戦略室 ☎ 492 － 2775

◆福祉なんでも相談

平成 25（2013）年 12 月号

■岬町地域包括支援センター
■喫茶たまり場（みんなのたまり場） 高齢福祉課 ☎ 492 － 2716
12 月３日（火）午前 11 時～午後１時
■喫茶めだか組（多奈川小学校） ■いきいきネット相談支援センター
☎ 492 ‐ 2955
12 月 11 日（水）午後１時～３時
■オークワ岬店
12 月 25 日（水）午前 10 時～正午 ■岬町社会福祉協議会
☎ 492 ‐ 0633

〜 KIX-ITM Smile Airport Xmas 〜
KIX クリスマスイベント
11 月 15 日（金）から 12 月 25 日（水）までの期間、
『KIX ITM Smile Airport Xmas』と題して、関西国
際空港と大阪国際空港にて様々なイベントを開催します。ぜひ皆様お誘い合わせの上お越しください。期間
中、駐車場の混雑が予想されます。空港へお越しの際は電車やバスなどの公共交通機関をご利用ください。
▼期間 11 月 15 日（金）～ 12 月 25 日（水）
▼場所 関空展望ホール、第 1 ターミナルビル ほか

主なイベント
◆クリスマスイルミネーション

◆ Smile 点灯式

▼期間

▼開催日

11 月 15 日（金）～ 12 月 25 日（水）

▼内容

今年の関西国際空港のクリスマスは、世

界がつながる・笑顔があつまる「Smile Airport
Xmas」をテーマに展開します。

◆ Smile フォトモザイクアートツリー
▼開催日

11 月 15 日（金）～ 12 月 25 日（水）

▼開催場所

GALLERY 前
▼内容

第 1 ターミナルビル２F 中央 KIX

お客様に投稿いただいた素敵なスマイル

写真が「Smile フォトモザイクアートツリー」に
フォトモザイクとなって表示されます。

◆ KIX-ITM Smile フォトモザイクアート展
▼開催日

11 月 15 日（金）～ 12 月 25 日（水）

▼開催場所
GALLERY
▼内容

第 1 タ ー ミ ナ ル ビ ル 2F 中 央 KIX

KIX、ITM 両空港スタッフの
「Smile 写真」

で作ったフォトモザイ

クアートを展示。
季節・
時間で色々な表情を見
せる両空港の写真をフ
ォトモザイクで表現し
ます。

12 月 4 日（水）

▼開催時間

▼開催場所

17 時 30 分～

スカイデッキ

関空展望ホール「Sky

▼内容

View」４F

フィンランドからやってきたサンタクロ

ースが、トークショーや点灯式等でクリスマスを
盛り上げます。

◆スマイリンク
▼開催日

KIX アイスパーク

12 月 21 日（土）～ 23 日（月）

▼開催時間
▼開催場所
▼内容

10 時～ 16 時
南広場

氷を使わないアイスパークが KIX に出現。特

殊樹脂でできた地球にやさしいスケートリンクで
す。

◆ KIX
▼開催日

キャラクター祭り
12 月 21 日（土）～ 23 日（月）

▼開催場所 「白鳥の間」
「鶴の間」※鶴の間は
22 日と 23 日のみ
▼内容

ドラえもんやきかんしゃトーマス、はな

かっぱなど、お子様の大好きなキャラクターが、
KIX のクリスマスを盛り上げます。

▼問合せ

○新関西国際空港（株）ターミナル営業部

広報岬だより平成 25 年 12 月号

☎ 455 ‐ 2060（平日９時～ 17 時）
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