SEP 2014

9

№ 469

平成 26 年（2014 年）９月１日発行

ホームページ

http://www.town.misaki.osaka.jp/

９月１日は防災の日
今月の主なページ
９月のカレンダー……………………………………２
ま ち の で き ご と …………………………………… ４
町内放送の内容を携帯やスマホにメール配信します…５
消防ダイヤル 119……………………………………６
健康スケジュール……………………………………７
９月は下水道事業受益負担金の納期です…………９

「認知症」について学ぶ講演会……………………10
９月 10 日から 16 日は「自殺予防週間」です……12
2014

マリンフェスティバル・試乗会……………14

表紙の写真：９月１日は防災の日

いざというときに役立つ心臓マッサージと AED
（自動体外式除細動器）
。みなさんは使用方法をご存
じですか？
町内の各小中学校では、岬町消防団と岬消防署の
協力のもと、応急手当講習会が開催されました。
多奈川小学校で開催された講習に参加した児童
からは「誰かが倒れていたら、救急車を呼んだり、
AED を取りに行くなど、子どもでも役に立てるこ
とがわかった。
」などの声が聞かれました。
命を助ける行動を体験することを通じて、命を大
事にする心や災害への心構え、
地域での互助の精神、
人を思いやる心を育んでいってくださいね。

淡輪公民館休館日
アップル館休館日
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
淡
ア
ピ
生

９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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日
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）内の数字は掲載ページまたは掲載号
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関空夏まつり
心 の 健 康 相 談、福祉なんでも相
（８月号）乳 幼 児 育 児 健 康 談、
人権相談（13）
相談（８月号） 簿記教室（７月号）
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淡歴

７

８

９

ア

アピ生歴
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歌謡発表会（３）

敬老の日

淡ア生歴

ア淡歴
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行政相談、人権
相談、相続遺言
相談（13）
わらベうたで遊ぼ
う（３）
安全運転講習会
（８）
淡ピ生歴

21
22
23 秋分の日
マリンフェステ 社労士による労働 社労士による労働
ィバル・試乗会 トラブル・年金無 トラブル・年金無
（14） 料相談会（９） 料相談会（９）

ア
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淡ア生歴
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アピ生歴

淡ア歴

水
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木

５
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土

簿記教室（７月号）大 阪 880 万 人 訓 救急フェア、泉州
開港 20 周年記念 練（８月号）
グルメフェスタ
日〜 Cool Japan で
（８月号）
お出迎え（８月号）
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20

ア

ア
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福祉なんでも相 警察相談の日、 消費者相談（13）マリンロッジ海風
談、法律相談（13）安全運転講習会
館トレッキング
出張ほのぼのク
（８）
（14）
ラブ（３）
安全運転講習会
（８）

福祉なんでも相 安全運転講習会 絵本の学校（３）
談（13）
（８） 安全運転講習会
幼児教室（３）
（８）
安全運転講習会
（８）

24

25

福祉なんでも相
談、法律相談、障
がい者出張相談
（13）
出張ほのぼのク
ラブ（３）
淡アピ
アピ

１

２

26

ＢＣＧ（７）

アピ

３

27

「認知症」につい
て学ぶ講演会（10）
岬自然散策会（３）

アピ

４

ＫＩＸスマートア
イランドフェステ
ィバル（14）
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イベント・催し情報

淡輪保育所

（土）

300200

20 10

☎４９４－３５６７

◆幼児教室（運動あそび）
▼とき

９月 17 日（水）

10

午前 10 時 30 分～ 11 時 30 分

25

※警報発令時中止
▼ところ

子育て支援センター

▼持ち物

着替え・お茶・タオル

▼対象

～親子交流・仲間づくりの場～
ＩＮ

望海坂第一集会所

▼問合せ

3

保健センター

平成 26（2014）年９月号

☎ 492 ‐ 2424

20

492492 （土）

（土）

１歳児～就学前児

ほのぼのクラブ

4

険代。
▼服装
長袖、長ズボン、帽子
▼持ち物
弁当、水筒、雨具
▼申込
９月 日 までに
▼申込先
尾和 ☎ ‐１３０５
高木 ☎ ‐３３０７
※次回は 月 日 、生石
高原と生石神社を予定して
います。

▼問合せ

₁₀

岬自然散策会

9

27

地域の子育て応援します！

月 日までの日程は
カレンダー（２ページ）
に掲載しています。

９月のイ ベ ン ト

30（日）

回歌謡発表会

12 14

岬歌謡愛好会

第
１０７

～秀吉ゆかりの理智院と
豊国崎コース～（難易度：★）
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
▼コース （楽々コース★）
極楽橋～理智院～井蛙塚～
豊国崎～谷川台場跡～戸口
翁の碑～谷川バス停
※歩行時間約２時間、約４
㎞の行程
▼参加費 バス代 円、会
員でない方は別途 円の保

■親子で楽しむ“わらべうた”
▼とき ９月 16 日（火）
午前11 時～ 11 時 30 分
▼対象 乳児（０～１才対象）
■「絵本の学校」
※保育あり。見学可。
▼とき ９月 19 日（金）
午前 10 時 10 分～ 11 時 50 分
▼問合せ
☎・FAX 492 ‐ 6050

▼とき ９月 日
開演 午後 時 分～
▼ところ 淡輪公民館
▼出演 淡輪長生会の皆さん
歌謡愛好会々員
▼主催 岬町歌謡愛好会
▼協賛 淡輪長生会
▼後援 岬町文化協会

アップル館からお知らせ

▼わらべ唄遊び・絵本等の紹介・栄養相談
9 月 24 日（水） 午前 10 時 30 分～正午
▼育児相談

10 月８日（水）

午前 10 時 30 分～ 11 時 30 分
▼参加費 ４月以降平成 27 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。

民生委員・児童委員の委嘱について
平成 26 年８月１日付で、欠員地区の民生委員・児童委員が、

厚生労働大臣の委嘱を受けられました。委員の任期は平成 28 年
11 月 30 日までです。
▼問合せ

民生委員児童委員協議会事務局（地域福祉課）

☎ 492 － 2700

深日兵庫担当 南出

保彦

委員

第 26 回大阪柔整少年少女柔道大会優勝！！
６月 29 日（日）大阪柔道整復師会館で「第 26 回大
阪柔整少年少女柔道大会」が開催され、岬町柔道スポー
ツ少年団が団体戦で優勝を遂げました。
岬町柔道スポーツ少年団では、久保良一代表の下、ス
ポーツ少年団理念に則り、武道である柔道を通じ、
「負
ける悔しさ」
、
「勝つ喜び」を学び、
「心技体」を鍛える
ため、日々の練習に励んだ結果、今回の快挙達成にいた
りました。

７月 30 日（水）に岬町柔道スポーツ少年団の団員と指導者が町長を表敬訪問した際、町長か

らは、『優勝おめでとうございます。今回の結果は、指導者や保護者の皆様の協力と、そしてみ
なさんの絆と日頃の練習の成果の賜物だと思います。これからも、怪我にはくれぐれも気をつけ
て頑張って下さい。
』と労いの言葉と共に感謝状と記念品が贈られました。
今回表敬訪問された団員のみなさん（順不同）
布木

颯汰

岬

町

淡輪小学校２年生

田端

誠也

阪南市

朝日小学校３年生

岩崎

剛

岬

町

淡輪小学校４年生

相川

心音

阪南市

桃の木台小学校２年生

大翔

岬

町

淡輪小学校３年生

林

▼岬町柔道スポーツ少年団

多奈川第二発電所の再稼働と多奈川発電所跡地の有効利用

の決議書を関西電力株式会社へ提出
６月定例会におきまして「多奈川第二発電所再稼働等に関する決議（案）
」が満場一致により可
決され、７月 15 日、奥野議長をはじめとする代表議員団
が関西電力株式会社本店を訪れ、議会の総意として決議書
を手渡し、多奈川第二発電所の再稼働と多奈川発電所跡地

の有効利用について要望しました。昨年７月に引き続き、
今回で３回目の要望となります。

今後も議会議員一同、岬町の発展のために活動を行って

まいります。

▼議会事務局
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町内放送の内容を携帯やスマホにメール配信します
防災行政無線︵町内放送︶
で放送された内容を携帯電
話またはスマートフォンに
メールで配信するサービス
を開始します︒
お知らせメールの受信に
は登録が必要ですので︑下
記のとおり手続きをしてく
ださい︒
※このサービスは﹁おおさか
防災ネット﹂のシステムを
活用して実施します︒
﹁大阪
防災ネット﹂とは︑大 阪 府
と府内の市町村が共同で府
民のみなさまに幅広い防災
情報を提供するポータルサ
イトです︒ホームページに
もさまざまな情報を掲載し
ていますのでご活用くださ
い︒

ホームページで
提供する主な内容
○緊急にお知らせする情報
○発令されている避難勧
告︑指示
○地震︑津波︑台風など
の情報
○ 気 象 に 関 す る 注 意 報︑
警報
○ 災 害 時 の 交 通︑ 道 路︑
ライフライン情報
○府内高所カメラの映像

〈↓登録画面の一部〉
配信地域選択（複数選択可）

配信条件選択

複数の市町村及び地域を選択された
場合、該当地域に警報・注意報等が
発表された時には、選択した地域の
数だけメールが配信されますのでご
注意ください。
大阪府全域を選択された場合、警
報・注意報等が発表された時には、
他の何れの地域を選択されていても、
二次細分区域単位にまとめた情報の
メールが１通のみ配信されます。
また、避難勧告・指示が発令された
時にはそれらの二次細分区域位含ま
れる全ての市町村からメールが配信
されますのでご注意ください。
全域指定
□大阪府全域

★ＱＲコード

■津波
希望しない
■地震
希望しない
■台風
希望しない

…

■土砂災害情報
□土砂災害警報情報
□土砂災害警報準備情報
■水防警報情報
希望しない
■光化学スモッグ
希望しない

■お知らせ（府と選択市町村から）
希望しない
次へ
戻る

「希望する」を選択（初期
画面では「希望しない」
と表示されています）

http://www.osaka-bousai.net/pref/index.html
http://www.osaka-bousai.net/misaki/index.html

▼問合せ
○メール配信に関すること まちづくり戦略室 企画政策担当 ☎ 492 ‐ 2775
○おおさか防災ネットに関すること
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平成 26（2014）年９月号

まちづくり戦略室

危機管理担当

防災情報が自動的にメール配信されます

□東部大阪

▼府内各市町村のポータルサイト「おおさか防災ネット」
○岬町のページ

■避難所開設情報
希望しない

■警報・注意報
□大雨情報
□暴風警報
□波浪警報

□泉州
★アドレス touroku@osaka-bousai.net
３．「おおさか防災情報メール」から「ユーザ
市町村指定
□大阪市
□堺市
ー登録」というメールが返信されますので、
□岸和田市
□豊中市
登録画面へ接続し、登録手続きを行ってくだ
□太子町
□熊取町
さい。
□千早赤坂村
□岬町
□河南町
※登録時の注意
次へ
チェック！
☆「配信地域選択」で、
「市町村指定」欄の
選択項目のクリア
「岬町」にチェックをしてください。
☆「配信条件選択」欄の「お知らせ（府と選択
市町村から）
」は「希望する」を選択してください。
次の画面
☆お知らせメールの差出人は「おおさか防災情報メール」、件名は
「岬町からのお知らせ」と表示されます。

○大阪府のページ

■避難勧告・指示状況
希望しない

…

区域指定
□北大阪
□南河内

■国民保護情報
希望しない

メール配信を希望する防災情報にもチェック！

▼登録手順
１．お持ちの携帯（スマホ）が、次の①と②に
当てはまるか確認してください。
① E メールを利用できる（〇〇＠〇〇 .ne.jp
などのアドレスを持っている）
。
②「迷惑メール受信防止機能」を設定していない。
※設定している場合は、ドメインを指定して、
メール受信ができるように設定してください。
★指定ドメイン osaka-bousai.net
２．①、②が確認できた方は、下のＱＲコード
を読み取るか、アドレスを直接入力し、空メ
ールを送信してください。

☎ 492 ‐ 2759

16

岬消防署

ＡＥＤ（自動体外式除細
動器）設置事業所様へ

１
１1199

ＡＥＤは平成 年に一般
市民による使用が認められて
以降、学校、駅、公共施設、
商業施設等を中心に急速に設
置台数が増加しております。
しかし、ＡＥＤは設置す
るだけでその目的が達成さ
れるわけではなく、効果的
かつ効率的に配置すること
や、ＡＥＤを扱うことが想
定される施設関係者に対す
る教育や訓練を実施し、い
ざという時にＡＥＤが機能
するよう日頃から万全に備
えておく必要があります。
消防組合ではＡＥＤをは
じめとした応急手当に関す
る講習会を実施しておりま
すので、ＡＥＤ設置事業所
様は組織として迅速確実な
応急手当が行えるよう、積
極的にまた定期的に講習会
を受講してください。

■ＡＥＤ配置にあたって考
慮すべきポイント （ＡＥ
Ｄの適正配置に関するガイ
ドラインより )
１．心停止から 分以内に
除細動が可能な配置
○現場から片道 分以内の
密度で配置
○高層ビルなどではエレベ
ーターや階段等の近くへ
の配置
○広い工場などでは、ＡＥＤ
配置場所への通報によっ
て、ＡＥＤ管理者が現場へ
直行する体制、自転車やバ
イク等の移動手段を活用し
た時間短縮を考慮
２．分りやすい場所（入り
口付近、普段から目に入る
場所、多くの人が通る場所、
目立つ看板）
３．誰もがアクセスできる
（ カ ギ を か け な い、 あ る い
はガードマン等常に使用で
きる人がいる）
４．心停止のリスクがある
場 所（ 運 動 場 や 体 育 館 等 ）
の近くへの配置
５．ＡＥＤ配置場所の周知
（施設案内図へのＡＥＤ配
置図の表示、エレベーター
内パネルにＡＥＤ配置フロ
アの明示等）
5
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６．壊れにくく管理しやす
い環境への配置

台風対策は
台風対策は万
万全
全で
です
すか
か？
？
今年８月に、大型で非常に
強い台風第 号が日本に接近
上陸し、気象庁より「特別警
報」が発表され、全国各地で
大雨による浸水や土砂災害等
の被害が発生しました。
「特別警報」は重大な災
害の危険性が著しく高まっ
ており、数十年に一度しか
ないような非常に危険な状
況にある場合に発表される
も の で あ り ま す か ら、
「特
別警報」が発表された場合
は、周囲の状況や市町村か
ら発表される避難指示・避
難勧告などの情報に留意
し、直ちに命を守るための
行動をとってください。
また、強風による家屋へ
の被害や、飛散物による人
的被害も多く発生しており
ますので、台風情報には細
心の注意を払い、日頃から
11

ダイヤル

防災のための対策を立てて
おき、被害を最小限にくい
止めるよう心がけましょう。
《防災対策》
○屋根瓦などを点検し、雨
どいや周辺の排水路などの
清掃をしておきましょう。
○風で飛ばされそうな、物
干し竿、プランター、ごみ
箱などは固定するか収納し
ておきましょう。
○災害避難時に備えて懐中
電灯、ラジオ、飲料水、医
薬品など必要なものを、す
ぐに持ち出せるように準備
しておきましょう。
○事前に避難場所を確認して
おき、危険を感じたらすぐに
避難しましょう。その際は、
増水した河川など危険な場所
には近づかないようにしまし
ょう。
▼問合せ
泉州南広域消防本部 警備課
☎ ‐０１１９
469

～お問合せ電話番号をお間違いなく～

▼火災・救急・救助 〇局番なしの ☎ 119 番 〇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 「救急安心センターおおさか」
〇携帯電話・プッシュ回線からは ☎♯ 7119 〇 IP 電話・ダイヤル回線からは☎ 06 ‐ 6582 ‐ 7119
※ご注意！ 火災に関する情報や病院照会は次の電話番号におかけください。
１分１秒でも早く現場に到着できるよう 119 番でのお問い合わせはご遠慮ください。
▼火災に関する情報 ☎ 473 ‐ 0019（自動応答）
▼病院照会 ☎ 492 ‐ 0119
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健

康

事業名

ス

ケ

ジ

対象・定員等

ュ

ー

ル

その他
▼ＢＣＧの標準接種期間は生
生後３か月～ 12 か月に至る 9 月 26 日（金）
までに１回
午後２時～２時 30 分 後５か月～８か月です。

BCG

特定健診
国保若年特別健診
後期高齢者健診
結核肺がん検診
肝炎ウイルス検査
歯科健診

大腸がん検診

日時・受付

▼肝炎ウイルス検査・歯科健
●特定検診
診以外は要予約です。
国保加入者で 40 歳～ 74
歳の方、または満 40 歳以上
▼「保健師健康相談」は「各
の生活保護世帯の方
種相談」のページ（13 Ｐ）に
●国保若年特別健診
掲載しています。
S50.4.１以降に生まれた方
で満 15 歳以上の国保加入者 10 月５日（日）
▼毎月 10 日までの健康スケ
午前９時 30 分
●後期高齢者健診
～ 11 時 30 分 ジュールは前月号に掲載して
後期高齢者医療の対象者
います。くわしくは「平成 26
●結核肺がん検診
年度健康づくり日程表」でお
満 40 歳以上
知らせしていますので、1 年
●肝炎ウイルス検査
間大切に保管して健康づくり
満 40 歳以上（初回に限る）
にお役立てください。
●歯科健診
満 15 歳以上
満 40 歳以上

10 月５日（日）
午前９時 30 分
～ 11 時 30 分

「ピンクリボン大阪２０１４

女性がんの検診啓発」
ピンクリボンまつりＩＮ大阪

▼日時

10 月 19 日（日）

▼場所

りんくうタウン駅付近

11 時 30 分～ 15 時 30 分
▼内容

○星の広場

検診啓発ステージ

シンガーソングライター松田陽子さん

（国連ＵＮＨＣＲ協会公報委員）
、

赤澤貴洋先生のハートフルホスピタル、

シンガーソングライター和多田雄介さん、
泉大津市少年少女合唱団、他
○星の広場付近
応援ブース

抽選会場

○関西国際空港広場での啓発
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■映画「うまれる」自主上映会
▼日時

10 月 18 日（土）

▼場所

スターゲートホテル関西エアポート

午後２時～３時４５分

○高校生以上

○３歳～中学生

前売り 1000 円（当日 1500 円）

▼お申込み先

前売り・当日 500 円

郵便振替 00910 －６－ 108734

特定非営利活動法人

ピンクリボン大阪

通信欄には必ず 10 月 18 日（土）映画「うまれる」
大人○○名

子ども○○名とご記入ください。

前売りお申込は９月１日（月）から
▼主催

▼問合せ

特定非営利活動法人

ピンクリボン大阪

☎ 090 － 5463 － 8954（冨尾）

■「秋の全国交通安全運動」

９月 21（日）～ 30 日（火）

▼運動の重点

平成 27 年度使用小学校教科書決定
熊取・田尻・岬町の 3 町で構成されている「泉南郡小学校・

中学校教科用図書採択協議会」の答申を受け、平成 27 年度か

○子どもと高齢者の交通事故防止

ら４年間使用する小学校の教科書を７月の教育委員会議で採択

車乗用中の交通事故防止

ーでご覧いただけます。

○夕暮れ時と夜間の歩行中、自転
○全ての座席シートベルトとチャ

しました。泉南郡教科書採択に関する資料は、情報公開コーナ
種目

発行者

国語

教育出版

書写

光村図書出版

書写

社会

日本文教出版

小学社会

地図

帝国書院

楽しく学ぶ小学生の地図帳４・５・６年

算数

日本文教出版

小学算数

○９月 16 日（火） 多奈川小学校

理科

新興出版社啓林館

わくわく理科

生活

教育出版

せいかつ

○９月 18 日（木）
・19 日（金）

音楽

教育芸術社

小学生の音楽

図画工作

日本文教出版

図画工作

家庭

開隆堂出版

保健

東京書籍

イルドシートの正しい着用の徹底
○交差点における交通事故防止
▼安全運転講習会のお知らせ

○９月 10 日（水）
・11 日（木）

泉南市イオンモール（２階イオ
ンホール）

○９月 17 日（水） 淡輪公民館

阪南市サラダホール（小ホール）

▼受付時間 各日 18 時 30 分から
▼講習時間 各日 19 時から

※受講の際は、必ず「講習カード」

書名
ひろがる言葉

小学校

小学国語

わたしたちの家庭科

新編

新しい保健

▼教育委員会事務局

を持参してください。

指導課

■９月 ₁₁ 日は「警察相談の日」
～警察の相談ダイヤル ＃ ₉₁₁₀ ～

○犯罪等による被害の未然防止
など、生活の安全を守るための

７月の議会の主な活動

窓口です。

○緊急の事件、事故以外の相談に
ついては、110 番通報ではなく、
「＃
9110」をご利用ください。
▼問合せ

泉南警察署

☎ 471 － 1234

オータムジャンボ宝くじ
オータムジャンボ宝くじの収

益金は各市町村の明るく住みよ
いまちづくりに使われます。
▼発売期間
▼問合せ

９月 19 日（金）

～ 10 月 10 日（金）

公益財団法人大阪府市町村振
興協会

☎ 06 ‐ 6941 ‐ 7441

１日
２日
７日
８日
10 日
15 日
17 日
18 日
23 日
24 日
25 日
28 日
31 日

新規採用職員辞令交付式
第二阪和道路建設促進期成同盟会委員会
阪南市・岬町第二阪和国道延伸連絡協議会
７役会議
大阪府町村議長会決算監査
多奈川第二発電所再稼働等に関する決議書提出
例月監査
阪南市・岬町第二阪和国道延伸連絡協議会大阪陳情
岬町議会二国東京陳情
阪南市・岬町第二阪和国道延伸連絡協議会東京陳情
議会基本条例に係る勉強会
泉州南消防組合議会全員協議会
和歌山市岬町第二阪和国道延伸連絡協議会

◆次回の定例会の予定
９月２日（火）～ 25 日（木）
※日程は、都合により変更することがあります。
平成 26（2014）年９月号

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

◆泉南警察署からお知らせ
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◆『せんなん里海公園 フ
ォトコンテスト』作品募集

▼募集期間

いセンターの内部がどうなってい

10 月 １ 日（ 水 ）

▼募集要項

○１人５枚まで（応募作品の返
却はしません）
○サイズ

Ｌ以上Ａ４まで

○応募資格

制限なし

○上位作品に賞品あり

※入賞作品は、データを提供し

役場へのお問い合わせは直通電話へ

ご家庭で使った水が、水みらい

センター（下水処理場）でどのよ

～ 11 月 30 日（日）

ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ お知らせ

来て観て体験 下水道！

～第３回「里海公園で自然と人と
のふれあい、その一瞬が宝物！」～

ていただける作品に限ります。

（著作権は撮影者に帰属します

が、作品の利用を公園協会に許
可していただけること）
※人物撮影の場合

本人または

保護者の許可を得ている事。

※審査後（賞品授与）
、結果発表

と共に作品を潮騒ビバレーに掲示
します。上位作品には賞品あり。
▼主催・問合せ

せんなん里海公園管理事務所
☎ 494 ‐ 2626

その他
◆社労士による労働トラ
ブル・年金無料相談会
▼日時

9 月 22 日（ 月 ）
・23

日（火・祝）午前 10 時～午後

8 時（受付：午後 7 時 30 分まで）
▼場所

阪急グランドビル 26

階会議室（大阪市北区角田町 8
番 47 号）

※年金相談の方は、年金機構

からの通知書、定期便等の資料

うにしてきれいになるか、水みら

平成 26（2014）年９月号

▼申込先

○郵送の場合

〒 597 ‐ 0095 貝塚市港 25 番地

大阪府南部流域下水道事務所

「フェスティバル参加」係
○ Fax の場合

ソーラー見学会』や『働く車に乗

nambugesui-g22 @sbox.pref.

海の生き物のことを学べるイベン

▼参加決定通知

みなさんでぜひお越しください。

を 10 月初旬に発送予定。

10 時～午後１時ごろ（小雨決行）

加決定通知目的に限り使用します。

『水処理見学会』のほかにも『メガ

438 ‐ 8237

○Ｅ－ mail の場合

ってみよう』も実施します。また、

osaka.lg.jp

ト『チリモン体験』も行います。

いた方全員に、はがきにて通知

▼日時 10 月 18 日（土）午前

※個人情報は、当イベントへの参

▼場所

中部水みらいセンター

▼ホームページ

▼内容

チリメンモンスター、

（貝塚市二色南町）

メガソーラー見学、重機乗車体

ご応募いただ

大阪府南部流域下水道事務所の

「泉州下水道フェスティバル」参照
（http://www.pref.osaka.jp/

験、水処理見学

nambugesui/senshufes/index.html）

100 名程度（小学生以下は保護

事業連絡協議会、大阪府南部流

▼参加費

▼協力

▼定員

大人と子どもあわせて

者同伴。
大人のみの参加も歓迎）
無料

▼応募期間

９月１日（月）～

▼主催

南大阪湾岸流域下水道

域下水道事務所

貝塚市立自然遊学館

（貝塚市教育部）
、きしわだ自然

９月 24 日
（水）
午後５時まで
（応

資料館（岸和田市教育委員会）

▼申込み

術センター

募多数の時は抽選になります）

▼後援

またはＥメールで、代表者の氏

▼問合せ

参加人数（大人○名、子ども○

☎ 438 ‐ 7406（平日 9-17 時）

片道はがき、ＦＡＸ

名・郵便番号・住所・電話番号・

一般財団法人

都市技

大阪府南部流域下水

道事務所 企画グループ

名及び各学年）を記入の上、お

９月は下水道事業受益者負担金の納期です
下水道事業受益者負担金の分割納付を選択されている方は、今月

が納期となっています。納め忘れのないよう納期内納付をお願いし
ます。なお、納付書は賦課初年度に郵送しましたが、紛失された場
合などはご連絡ください。
▼納期

９月 30 日（火）

▼納付方法

▼問合せ

☎ 06 ‐ 4800 ‐ 8188

申し込みください。

るか、楽しく体験してみませんか。

をお持ちください。
（予約不要）
大阪府社会保険労務士会
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◆泉州下水道フェスティバル 2₀₁₄

▼問合せ

○一括納付

賦課初年度の第 1 期納期限内に全額納付

○分割納付

負担金を６分割し、
年２回（９月・３月）、

（負担金額の 20％相当額が報奨金として控除）
３年間で各期ごとに納付

土木下水道課 ☎ 492 ‐ 2026

里親希望でなくてもＯＫで

子どもは親の深い愛情につつ

す。関心のあるみなさん、お気

まれて、家庭で心身共にすこや

軽にお越しください。

かに育つことが望まれます。

▼日時

しかし、さまざまな事情で、家

庭を離れて生活しなければならな

10 月 18 日（土）

13 時 30 分～ 16 時

この時間内であればいつ来てい

い子どもたちがたくさんいるのが

ただいてもＯＫです。

現状です。そのような子どもたち

▼場所

を自分の家庭に受け入れて、深い

岸和田市

浪切ホール

（南海本線・岸和田駅より徒歩

愛情と理解をもって育ててくださ

10 分）４階

る方を「里親」といいます。

▼内容

子どもたちが家庭で生活でき

交流ホール

里親に関心のある方の

質問・疑問に個別に対応します。

ない事情はさまざまで、子ども

▼参加費

にとって必要な養育期間もさま

▼主催

ざまです。週末や夏休みなどの

無料

大阪里親連合会岸和田

支部（どんぐり会）

数日間や、自立して生活できる

大阪府岸和田子ども家庭センター

までの長期間、あるいは養子縁

組をしてずっと長い将来まで。
あなたの家庭でもできることが

▼共催

社団法人

▼問合せ

きっとあります。

家庭養護促進協会

大阪府岸和田子ども

家庭センター（里親担当）

子どもたちには、すこやかに

☎ 445 － 3977（平日

育つためにあなたの家庭を求め

～ 17：45）

ています。

９時

募

集

◆平成 27 年度淡輪幼稚園
児募集
平成 27 年４月から入園を予

定する園児を募集します｡
▼入園資格

○岬町に居住し、住民登録をさ
れている人

○３歳児…平成 23 年４月２日
～平成 24 年４月１日までに生
まれた幼児

○４歳児…平成 22 年４月２日
～平成 23 年４月１日までに生
まれた幼児

○５歳児…平成 21 年４月２日
～平成 22 年４月１日までに生
まれた幼児

※通園は、保護者が責任をもっ
て行ってください。

▼入園願書の配布及び受付

９ 月 ８ 日 ( 月 ) ～ 12 日 ( 金 )
午前９時～午後４時
▼配布場所

「認知症」 について学ぶ講演会
少子高齢化が進み、認知症の増加が社会問題化しています。

淡輪幼稚園

▼持参するもの

印鑑、世帯全員の住民票

※入園を希望する園児と一緒に

認知症に対する理解を深め、認知症の予防と早期発見について

淡輪幼稚園で申し込みをしてく

▼日時

9 月 27 日（土）

▼入園決定

▼場所

岬町文化センター

▼問合せ

学びます。

受付 9 時 30 分～

ださい。

各応募者には文書で通知します

講演 10 時～ 12 時

淡輪幼稚園

▼講演内容

☎ 494 ‐ 3001

「認知症の予防・診断・治療」について

▼講師

医療法人水間病院
岡

▼申込方法

秀雄

医師

認知症疾患医療センター

電話またはＦＡＸにて受付。定員になり次第締切り。

▼定員

100 名

▼申込・問合せ

高齢福祉課

☎ 492 － 2716

FAX

492 ‐ 5814

平成 26（2014）年９月号

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

■里親地域相談会を開催します

◆あなたも里親に
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福

祉

◆９月 ₁₀ 日から ₁₆ 日は
「自殺予防週間」です
自殺で亡くなる人の数は、全

国で年間３万人前後となってお

り、大阪府でも約 1,600 人の方

が亡くなっています。自殺は、
さまざまな要因が複雑に関係し
て、「追い込まれた末の死」で
あり、「防ぐことのできる社会

ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ お知らせ

役場へのお問い合わせは直通電話へ

的な問題」であると言われてい
ます。さまざまな悩みを抱えて
いる方は、一人で悩まず、専門

の相談機関にご相談ください。
また、身近な方の悩みに気づ

いたら、温かく寄り添いながら、
悩みに耳を傾け、専門家への相
談をすすめ、じっくりと見守り
ましょう。
■こころの健康相談統一ダイヤル
○電話番号

☎ 0570 ‐ 064 ‐ 556

※受付時間は地域によって異な
ります。

■こころの健康に不安を感じたら

▼大阪府こころの健康総合セン

○受付時間

金曜日午後１時～

日曜日午後 10 時
○電話番号

☎ 06 ‐ 6260 ‐ 4343

大阪府こころの健康総合セン

ターの専門相談員が、ご遺族の
相談に応じます。

お電話の際には、「自死遺族

相談」とお伝えください。

▼こころの救急箱

○受付時間

火曜日午前３時

○予約・問合せ

○受付時間

月曜日午後８時～

平日

午前９時～午後５時 45 分

大阪府こころ

○電話番号

の健康総合センター

■フリーダイヤルの電話相談

■不眠が続くことはないですか？

☎ 06 ‐ 6942 ‐ 9090

▼「自殺予防いのちの電話」
○受付時間

毎月 10 日

午前８時～翌日

午前８時（24 時間）
○電話番号

☎ 0120 ‐ 738 ‐ 556

■借金の返済に困ったら

▼大阪府債務整理サポートプラザ

（お金の悩み相談室）
○受付時間

平日

午前９時～午後６時

○電話番号

☎ 06 ‐ 6691 ‐ 2811（代表）

○疲れているのに眠れない日が
２週間以上続いている

○食欲がなく体重が減っている
○だるくて食欲がわかない

これらは「うつ病」の症状か

もしれません。睡眠と食欲とい

う生きていく基本がそこなわれ

ると、
体調がどんどん悪くなり、
気力やがんばりで克服するのは
困難です。≪専門の相談機関か医
療機関に相談してください≫

☎ 06 ‐ 6210 ‐ 9512

■自死遺族相談（予約制）

大切な人を自死（自殺）で亡

携帯電話からさまざ
まな相談窓口にアク
セスできます。

くされた方のために、来所相談
を実施しています。

ター（こころの電話相談）
○受付時間

平日

午前９時 30 分～午後５時

○電話番号

☎ 06 ‐ 6607 ‐ 8814

▼泉佐野保健所の精神保健福祉
相談

○受付時間

平日

午前９時～午後５時 45 分

○電話番号

☎ 462 ‐ 7701（代表）

■電話相談

▼関西いのちの電話
○受付時間
○電話番号

24 時間、365 日

☎ 06 ‐ 6309 ‐ 1121
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▼大阪自殺防止センター

平成 26（2014）年９月号

９月 24 日～ 30 日は「結核予防週間」
～長引くせきは赤信号～

結核の感染・発病を防ぐには、予防接種、早期発見、体力

の保持が大切です。

▼結核予防７つのポイント

○２週間以上せきがつづいたら早めに医療機関を受診しましょう。
○定期的に健康診断を受けましょう。

○乳児の予防接種（ＢＣＧ）は必ず受けましょう。
○栄養バランスのとれた食生活を心がけましょう。
○禁煙をしましょう。
○疲労を避け、ストレス解消につとめましょう。

○高齢者、免疫力の落ちている人はより注意を
しましょう。
▼問合せ

泉佐野保健所 ☎ 462 ‐ 7703

▼納期限

掛金の支払いにより将来受け取る

者に対する暴行・虐待などの事

性別によって掛金が決まります。
年金額がわかるので（確定給付型

◆９月の納税
■固定資産税

問題の解決を図るための取組を

年金）
、老後の生活設計も立てや

第３期分

9 月 30 日（火）

すく便利です。また、生涯にわた

って受けとれる終身年金と期間を

納期限までに、お近くの金融

決めて受け取る確定年金の全 7 種

銀行口座振替又は、郵便局自

を選べます。ただし、国民年金基

高をお確かめください。振替日又

年金の保険料「月額 400 円」を納

行っていますが、高齢者や障害
案が依然として多く発生してい
ることから、下記のとおり強化
週間を実施します。

▼電話番号〔みんなの人権 110 番〕
0750 － 003 － 110（ ゼ ロ ゼ

機関や郵便局で納めてください。

類の中から、自分に合ったプラン

ロみんなのひゃくとおばん）

動払込をご利用の方は、預貯金残

金に加入すると、国民年金の付加

▼実施期間

は払込日は、
9 月 30 日（火）です。

めることはできません。

▼受付時間 ８時30分から19時。

年金が基本なので、長い老後の

14 日（日）は 10 時から 17 時

金は社会保険料控除の対象とな

せ、虐待など高齢者や障害者の

▼問合せ

税務課 納税係

年

☎ 492 － 2765

金

◆国民年金基金をご存知
ですか
自営業者などの国民年金の第

１号被保険者の方を対象に、老

65 歳から生涯受け取れる終身

生活にも対応します。また、掛
り、受け取る年金についても公
的年金控除の対象となります。

そのほか、掛金や給付の内容

等については、大阪府国民年金
基金へお問い合わせください。
▼問合せ

大阪府国民年金基金

せるために平成３年に創設され
た制度で、加入は任意です。

国民年金基金に加入できるの

は、20 歳以上 60 歳未満の国民

年金の第１号被保険者および日

本国内に住所がある 60 歳以上
65 歳未満の国民年金任意加入者

人

権

▼相談内容

いじめ、いやがら

人権問題
▼担当者

人権擁護委員、法務局職員

▼問合せ 大阪法務局人権擁護部
☎ 06 － 6942 － 9496

本の紹介

◆全国一斉「高齢者・障
害者の人権あんしん相談」
強化週間
法務省の人権擁護機関では、

人権擁護活動の一環として、社

険料を免除されている方（学生

談所の開設や、社会福祉事業従

部免除を含む）や農業者年金の

報提供を呼びかけるなど、高齢

者の方であっても、国民年金保

会福祉施設における特設人権相

納付特例、若年者納付猶予、一

事者に対し、人権侵害事案の情

被保険者の方は加入できません。

者や障害者をめぐる様々な人権
前月比

平成 26 年８月１日現在

ただし、９月 13 日（土）
・９月

図書だより

ですが、国民年金第１号被保険

人 の 動 き

９月８日（月）から 14 日（日）

☎ 0120 － 65 － 4192

齢基礎年金に上乗せして給付を
行い、老後の所得保障を充実さ

相談は無料で、秘密は厳守します。

世帯数 ７，６９８ （
１）
人 口 １６，８８７人（−１４）
男
７，９４７人 （− １）
女
８，９４０人 （−１３）

■ 本 の 紹 介 ■
☆あのとき始まったことのすべて
著者 ：中村 航
☆＋－×÷のはじまり
著者 ：原島 広至
☆絵本の記憶、子どもの気持ち
著者 ：山口 雅子
☆とっておきのカレー
著者 ：きたじま ごうき
※本のリクエストを受付けてい
ます。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、
貸出中の本もリクエストして下
さい。

平成 26（2014）年９月号

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

税

国民年金基金は、
加入時の年齢・
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各 種 相 談
相談業務名

◆法律相談（予約制）
◆行政相談

◆障がい者相談

ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ お知らせ

役場へのお問い合わせは直通電話へ

◆介護相談

13

※くわしくはお問い合わせください。

日時等
9 月 10 日（水）
・24 日（水）
午後２時〜５時（定員 6 名）
9 月 19 日（火）
午前 10 時〜正午

場所・予約・問合せ
役場監査委員室
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
■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、
相談員が 24 時間対応。

■障がい者出張相談
■障がい者出張相談（要予約）
役場相談室 地域福祉課 ☎ 492−2700
9 月24 日（水）午後１時 30 分〜４時
■岬町地域包括支援センター
■岬町地域包括支援センター
平日 午前９時〜午後５時 30 分
高齢福祉課 ☎ 492 − 2716

◆教育に関する相談

平日

◆消費者相談

9 月 12 日（金）午後１時〜４時

◆人権擁護委員による
人権相談

◆人権協会による
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

学校教育課・指導課

☎ 492 − 2719

役場監査委員室
産業振興課 ☎ 492 − 2749

■役場住民活動センター
■人権推進課
9 月 2 日（火）
・16（火）
☎ 492 − 2773
午後１時 30 分〜３時
■岬町人権協会多奈川事務所
■岬町人権協会多奈川事務所
（文化センター内）
（文化センター内）
☎ 492 − 3270
月・火・木曜日（祝日は除く）の
午前９時〜午後５時 ※受付は４時まで
■岬町人権協会淡輪事務所
■岬町人権協会淡輪事務所
（淡輪地域協議会）
（淡輪地域協議会）
☎ 494 − 1508
水・金曜日（祝日は除く）の午前
９時〜午後５時 ※受付は４時まで
火〜金曜日（祝日は除く）の
文化センター ☎ 492 − 0304
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
午前９時〜午後５時 30 分

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

◆保健師健康相談

平日

◆心の健康相談

９月１日（月） 午前 10 時～正午

岬町立保健センター ☎ 492 － 2424

◆乳幼児育児健康相談

10 月６日（月） 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

9 月 16 日（火）午後１時～４時

岬町立保健センター ☎ 492 − 2424

▼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 26（2014）年９月号

■喫茶たまり場（みんなのたまり場）
９月２日（火）午前 11 時～１時 ■岬町地域包括支援センター
■喫茶めだか組（多奈川小学校）
高齢福祉課 ☎ 492 － 2716
９月 10 日（水）午後１時～３時 ■いきいきネット相談支援センター
■ふれあい喫茶（深日会館）
☎ 492 ‐ 2955
９月 17 日（水）午前 10 時～正午 ■岬町社会福祉協議会
■オークワ岬店
☎ 492 ‐ 0633
９月 24 日（水）午前 10 時～正午

2014

マリンフェスティバル・試乗会

岬町淡輪の大阪府立青少年海洋センターでカヌー、クルーザー、小型ヨットの試乗会を実施しま
す。小学４年生以下は保護者又は小学５年生以上が同乗ならば参加できます。①〜⑤の時間よりお
選びください。
▼とき

９月 21 日（日） ① 10：00

② 11：00

③ 13：30

④ 14：30

⑤ 15：30

※各回 50 分の計５回。事前申し込みの先着順。余裕があれば当日受も可能。
※石ころアート体験など同時開催イベントも用意しています。
▼対象 全年齢 （主に家族）
▼定員 各プログラム

25 名（一部人数変更あり）

▼参加費（会費）等

マリンプログラム１人１回 500 円 （複数のコースを申し込むことも可能

〈例〉 カヌー
▼問合せ

10：00 〜

と

クルーザー

大阪府立青少年海洋センター

11：00 〜など）

☎ 494 − 1811

マリンロッジ海風館トレッキング
海風館をスタートして、飯盛山や大福山の登山を満喫するプランです。
▼とき

９月 13 日・10 月 18 日・11 月 15 日・12 月 20 日

▼日程

海風館ロビー集合〈10 時〉〜入山〜昼食【山頂にて】〜下山〜町の史跡めぐり〜海風館【ジ

ャグジー風呂とケーキセット】
〈15 時 30 分〉
▼定員
▼参加費

20 名（子どもの方の参加は小学４年生以上）
1,000 円 （保険代＋ジャグジー風呂＋コーヒー＆ケーキ代を含む）

▼マリンロッジ海風館

関空NEWS

☎ 494 − 3800

■「ＫＩＸスマート愛ランドフェスティバル」開催！

関西国際空港では、10 月４日（土）
・５日（日）
、
「スマイルスペシャル KIX-ITM 2014」の一

環として「ＫＩＸスマート愛ランドフェスティバル」を開催します！人と地球にやさしい「スマ
ート」な環境先進空港をめざす関西国際空港。イベントを通じて楽しく身近に環境の取り組みを
体験していただけます。

水素をテーマにした小学生向けの環境学習や水素自動車などのエコカー展示に加え、普段は立

ち入ることのできないエリアでのウォーキングや駅伝大会、ドラゴンボート大会といったスポー
ツイベントなど内容盛りだくさんです。さらに、アジアの空港では最大級のソーラー発電所を間

近で見学できる「わくわく見学プラン・スマート愛ランドコース」も増便運行します（４日のみ）。
ぜひご家族・お仲間と関西国際空港へお越し下さい！なお、駅伝大会やドラゴンボート大会、サイ

エンス教室等については事前申し込みが必要となります。詳細は特設サイトをご覧ください！
▼ホームページ
▼問合せ

http://www.kansai-airport.or.jp/special/event/smartisland.html

新関西国際空港株式会社

コーポレートコミュニケーション部

広報岬だより平成 26 年 9 月号

☎ 455 ‐ 2176
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