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８月 22 日から 25 日まで、
せんなん里海公園「潮
騒ビバレー」で開催されました。
また、８月 31 日には初めての試みとして、この
大会で優勝した溝江・西堀ペアを始めとする上位４
チームによる「ドリームマッチ」を大阪市都島区に
ある「大阪ふれあいの水辺」で開催しました。トッ
ププレーヤー達の白熱したプレーに歓声があがり、
公園を散歩する人も思わず立ち止まって見入ってい
ました。
そのほか、男子選手と女子高校生の交流試合に観
光大使の「みさきーちょ」が参戦！かわいいプレー
に会場は大盛況でした。

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
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10 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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法律相談、福祉な
んでも相談（15）
ほのぼのクラブ
（９月号）

土

消費者相談（15）
げんき１番！健
康スイッチ教室
（８）

淡ア歴

15

行政相談、人権 心の健康相談、
相談、相続・遺 福祉なんでも相
言相談（15）
談（15）
わらべうたで遊
ぼう！（７）
淡ピ生歴
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献血（９）

淡ア歴

29

法律相談、障が
い者出張相談、
福祉なんでも相
談（15）
ほのぼのクラブ、
園庭遊び（９）

障がい者相談
（15）防災・安全フィ
絵本の学校（７）ールドワーク・
幼児教室（９） キャラバン（５）
おとこの健康道
場（９月号）

げんき１番！健 岬自然散策会、
康スイッチ教室 みどりっこまつ
（８）り（３）
おはなし会（７）
特設行政相談（10）

各種健診、肝炎
ウイルス検査、
大腸がん検診、
乳がん検診（８）
おとこの健康道
場（９月号）

淡ア歴

深日漁港ふれあいフェスタ
深日漁業協同組合＆岬町商工会では、第３回深日漁港ふれあいフェスタを開催いたします。当日は、
楽しい催し物を計画しております。多数のご来場をお待ちしております。
▼日時 10 月 27 日（日） 午前 10 時～午後２時
▼場所 ふれあい深日漁港
▼内容 漁業及び商工業等事業所、各種組合・団体出店、Ｂ級ぐるめフェア、抽選
会、キッズダンス、よさこい踊り、他
※詳細は後日の新聞折り込みでお知らせいたします。
平成 25（2013）年 10 月号
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イベント・催し情報

▼持ち物 弁当、水筒、軍
月 日までの日程は 手、その他
カレンダー ２
( ペ ー ジ ) ▼申込期限
月 日
に掲載しています
▼申込先
尾和 ☎ ‐１３０５
高木 ☎ ‐３３０７
月のイ ベ ン ト
※ 次 回 は、 月 日 学
文字山コースを予定して
います。
（土）

第８回
岬町立子育て支援センター

親子しぜん体験会

童謡をうたう会

▼費用 ５００円
▼申込・問合せ
まちづくり住民会議
勝野 ☎ ‐４６３３

月のイベント
第３回

﹁来て見て体験
村野浄水場﹂

ださい。
▼問合せ 村野浄水場
☎ ‐ ‐５２６６

ふれあい教育フェスタ

岬町地域教育協議会
︵すこやかネット︶

840

▼とき
月 日
時～
▼ところ 岬中学校
子どもたちのパフォーマ
ンスや作品展示、
体験教室、
模擬店、ゲームコーナーな
ど、いろいろなコーナーが
あり、みんなで一緒に楽し
める企画がたくさんありま
す。みなさまお誘い合わせ
のうえお越しください。
▼問合せ
指導課
☎ ‐２７１９
生涯学習課
☎ ‐２７１５

（土）

492

～水とふれ水を知り
水に学ぼう～
月３日
▼とき
時～ 時（雨天決行）
▼ところ 村野浄水場（枚
方市村野高見台）
▼内容 浄水場の見学や水
づくり体験、企業団の紹介
のほか、吹奏楽部による演
奏、参加団体による様々な
催し物（ヨーヨー釣り・交
通安全シミュレーター・ゆ
るキャラとのふれあいな
ど）
、白バイ・ミニパトカー・
給水車の展示
（記念撮影可）
など
※入場無料・予約不要
※当日は公共交通機関をご
利用ください 京
( 阪電車交
野線郡津駅より無料バスを
運行 。)
※詳しくは大阪広域水道企
業団ホームページをご覧く

9

（土）

みどりっこまつり

600

▼日時
月 日
午後１時～３時
時 分～
※受付
※小雨決行
▼集合場所 せんなん里海
公園﹁潮騒ビバレー﹂前
名
▼定員
▼対象 小学生・幼児（保
護者同伴の事）
▼講師 特定非営利活動法
人 体験学習ネットワーク
自然体験指導員
▼参加費 無料
※園内に駐車する場合は
円必要です。
▼申込み
月 日 から
電話にて受付
※定員になり次第締め切り
▼主催 せんなん里海公園
管理事務所
▼問合せ せんなん里海公
園管理事務所
☎ ‐２６２６
494

▼とき
月 日
午後２時～
▼ところ
ピアッツァ５ ロビー
▼指導 辻井 敏子先生

平成 25（2013）年 10 月号
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（日）
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▼日時
月 日
午後 時～４時
（受付 午後０時 分～）
※雨天決行・警報中止
▼場所 子育て支援センター
※保護者同伴
▼駐車場
緑个丘青少年運動広場
※入口が狭いので車の出し
入れに十分ご注意下さい。
▼内容 ﹁教円太鼓﹂
﹁あそ
びのコーナー﹂
﹁手作りバッ
グ製作﹂
﹁模擬店﹂
﹁手作り
パン・ジュースの販売﹂
﹁お
もちゃの病院﹂
﹁ハンドマサ
ージ﹂
﹁保育所給食紹介﹂他
▼問合せ
子育て支援センター
☎ ‐１３５０
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岬自然散策会
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２

～多奈川戦跡めぐりと
谷川古湊かいわい～
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 多奈川駅～戦跡
めぐり～観音崎（昼食）～
落合橋～古湊～戸口邸～長
坂峠～紀貫之歌碑～健康ふ
れあいセンター
※戦跡めぐりの案内は生涯
学習課。
※歩行時間約３時間（約６
㎞）の行程です。
※帰りは別所の台までバ
ス。
円（バス代）
▼参加費
※一般参加者は別途保険代
円が必要です。
▼ 服 装 長 袖、長 ズ ボ ン、
帽子
（土）
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第 29 回
みさきファミリーマラソン大会参加者募集！
～いっしょに走ろうファミリーマラソン～

恒例のマラソン大会、今年から開催場所が変わります。新しいコースにぜひチャレン
ジしてください！一般の部 10000 ｍの男女優勝者には、平成 27 年２月に開催予定の第
22 回泉州国際市民マラソン大会に招待選手として出場できる特典があります。

▼とき

12 月８日（日）

▼開会式

午前９時

▼コース

いきいきパークみさき（多奈川地区多目的公園）

▼競技開始

午前９時 30 分

▼競技種目（すべて男女別）
○小学生１・２・３年生
○小学生４・５・６年生

2000 ｍ
3000 ｍ

○中学生・高校生・大学生・一般
○高校生・大学生・一般

5000 ｍ

10000 ｍ

○ファミリー（小学１～３年生と父親の部 ･ 母親の部） 2000 ｍ
▼参加費（保険料含む）
○小学生 300 円

○中学生 ･ 高校生 500 円

○大学生･一般・ファミリー 700 円（ファミリーは２人で 700 円）

※申込みと同時に参加費をお支払い下さい。なお申込後の返金はできませんのでご了承下さい。
▼対象者

泉南地区（岸和田市以南）に在住・在勤・在学の方。

※小学生以上が対象です。重複出場はできません。
（1 人 1 種目のみ）
▼申込期間

10 月 19 日（土）～ 31 日（木） ９時～ 17 時

※期間外の申込みは一切受付できませんのでご注意ください。

※ 10 月 21 日（月）
、28 日（月）は休館日のため、受付できませんのでご注意ください。
▼申込場所 岬町青少年センター内

生涯学習課

※申込書は、岬町役場・生涯学習課（青少年センター）
・淡輪公民館・ピアッツア５にあります。
また、岬町ホームページからもダウンロードできます。
▼注意事項

○参加者は自己の体調管理に万全を期すこと。怪我等については応急処置のみで、他の事
故等については一切責任を負いません。

○競技の運営に支障をきたしますので、車は所定の場所以外に駐車しないで下さい。
○大会当日午前７時に泉州地域に気象警報が発令されている場合は中止します。
▼主催
▼後援

第 29 回みさきファミリーマラソン実行委員会
岬町教育委員会

▼問合せ 生涯学習課

☎ 492 ‐ 2715
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第４回

岬消防署

起こったものです。
次のポイントを参考に点
検を行い、事故防止にご協
力をお願いします。

469

１
119
１
9

危険な消火器を見分ける
ポイント
○消火器の底面に錆や腐
食がある
○消火器本体が変形して
いる
○安全ピンがはずれている
○ホースがひび割れして
いる

※消火器は、役場や消防署
で は 処 分 で き ま せ ん の で、
次のいずれかにご相談くだ
さ い。 引 取 り 業 者（ 有 料 ）
をご紹介します。
▼問合せ
○泉州南広域消防本部予防
課 ☎ ‐０１１９
○株式会社消火器リサイク
ル推進センター
☎ ‐５８２９‐６７７３

03

◆老朽化消火器の
破裂事故に注意！

～負傷事故が相次いで
発生しています～
平成 年９月に大阪市の
屋外駐車場に置かれた老朽
消火器を使用した 代の子
どもが負傷する事故が発生
しました。
このような事故は後を絶
たず、今年も６月 日（宮
城県仙台市）、７月８日（岡
山県倉敷市）と連続して発
生し、それぞれ男性１名が
顔を負傷しました。
最近５年間では同様の事
故が９件発生し、そのうち
１件は死亡事故となってい
ます。
これらの事故は、操作時
に老朽化した消火器の内圧
が高くなったときに底面が
抜けて容器が跳ね上がって
21

ダイヤル

防災・安全フィールドワーク・キャラバン

災害時に活躍する多くの機関・団体等が、いろいろな車両や装備、防災グッズなどを展示して説

明や実演をいたします。防災や防犯について楽しみながら考えることができる機会ですので、家族
そろってお気軽にご参加ください。
▼日時
▼場所

10 月 19 日 ( 土 )

10 時～ 15 時

▼内容

イオンモールりんくう泉南

E 駐車場ほか

○消防はしご車、パトカー、自衛隊車両等の展示と搭乗体験
○防災グッズ等の紹介

○大阪府の関連施策の紹介

※「平成 25 年度泉南市・イオンモール合同防災訓練」との合同開催です。
▼参加費
▼主催

無料

大阪府、泉南市、( 公財 ) 大阪府消防協会泉南地区支部、イオングループ

▼問合せ
大阪府岸和田土木事務所 地域支援・企画課 地域支援・防災グループ ☎ 439 ‐ 3601（内線 335）

関空NEWS

関西国際空港のフライトがますます充実！

低価格と高品質サービスを同時に提供する「ハイブリッド・エアライン」のスターフライヤー

が、10 月 1 日（火）より、新しく「関西―福岡線」を運航いたします。最速１時間、毎日４往

復のフライトでご出張、ご旅行に大変便利です。運賃は最安で 4,500 円から。九州・福岡への旅
は、ますます便利になった関西国際空港をぜひご利用ください。
▼問合せ

5

スターフライヤーコールセンター

平成 25（2013）年 10 月号

☎ 0570 ‐ 07 ‐ 3200（午前７時～午後 11 時）

多奈川小学校地域育成協議会
平成 25 年度「おおさか芝生優秀賞」を受賞！！
多奈川小学校地域育成協議会は、平成 25 年度「おおさか芝生優秀賞」を受賞しました。
８月 28 日に大阪府庁で授賞式があり、本年度受賞校 26 校の代表として、吉田会長と北浦校長に大

阪府知事より賞状と記念品が授与されました。
多奈川小学校の芝生は、
「学校の中に地域をつくる」
をコンセプトに、
多奈川小学校地域育成協議会が主体となって、平成 22 年 3 月に整備
し、その後もグリーンボランティアの方々による芝刈り等地域と一体
となって芝生育成に取り組んでいます。

これからも子どもたちが素足でのびのびと遊べる空間として、
また、

地域の方々との楽しい交流の広場として活用していきます。

▼学校教育課

なくそう部落差別調査

～私たちみんなの力で笑顔のあふれる社会に～
10 月は「大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例」啓発推進月間です。
結婚差別や就職差別などは重大な人権侵害をもたらします。

「大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例」は、部落差別事象の発生を防止し、基本

的人権を擁護するため、部落差別事象を引き起こすおそれのある個人及び土地に関する事項の調査、報
告等の行為を規制しています。差別のない人権の尊重された社会を築いていきましょう。

また、戸籍・住民票は原則として本人以外は弁護士や司法書士等が職務目的で入手することしかでき

ません。委任状の偽造などによる不正取得は違法行為です。

▼人権推進課

川 柳

（８月 22 日～ 25 日）

稲原

︵岬川柳会︶

アルバムに苦労残さぬ父と母
治

年子

池下恵美子

息子のあとについて湯の町そろり旅 大森

洋子

何時までもお元気でねと内孫が

大平

雪子

待っていた旅も近づき靴磨く

川口

運動会孫を背負ってかけっこに

茂平

礼子

高橋

和美

岸本

漬け終えていい塩梅と恙無く

辻下

覚庵

寛

中谷

菊池

松茸や栗を拾った山恋し

クーラーにタッチ求めて扇風機

六十を過ぎて夫婦の波静か

おらの畑今年も来ましたシシの舞

澄恵

清一

福田

智子

のんびりの気分を払うテロ多発

圭子

星野富美子

桜琴

予想とは違う人生又楽し

鯉のぼりライトアップは似合わない 北條

人の花奪いたい程美しい

八木

晴美

細川

やんわりと言っても急所はずさない 吉川

腰悪くはってた友が今歩く

吉本

バスツアー晴れ女居て床もみじ

貞夫

八十田洞庵

渡辺

道草をしながら子等は智恵が付き

胸襟を開いてぴったり酒の味

全日本ビーチバレー
女子選手権大会
試合結果
優勝

溝江明香・西堀健実

２位

草野

３位

保立沙織・宮川紗麻亜

歩・尾崎

睦

４位 田中姿子・石田アンジェラ
ご声援、ありがとうございま
した。
▼大阪マリンフェスティバル
実行委員会

平成 25（2013）年 10 月号
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岬中学校１年生の海岸線の清掃活動！！
夏季休業中の１年生の登校日（８月７日）
、１年生 155 名が昨年度に引き続いて海岸線の清掃活動を

実施し、海岸線をきれいに清掃しました。なお、この清掃活動は今回で２年連続の実施です。
今回の清掃活動では可燃ゴミと粗大ゴミ等を合わせて約 50kg 回
収しました。回収されたゴミの中には未使用の家庭用カセットガス
ボンベが多く見受けられ、また、不法投棄されている現場も目の当
たりにしました。

学校に戻り理科の先生から「海岸線は長松海岸といって、大阪府

唯一の自然海岸です。岬町に住むものとしてこれからも大切にして
いきましょう。
」という話があり、生徒たちは海岸線を大切にする
気持ちを新たにしました。

▼指導課

俳 句

八十田正代

︵ 泉州女性会支部︶

山を背に真昼の火勢凌霄花

岩田 史子

亀谷 芳枝

海岸の松に抱きつく烏瓜

万緑の人生峠俯瞰せり

坂原嘉代子

竹内みよ子

猛暑日や日本一の名となりぬ

茹玉子丸し温しや夜長酒

松尾美津子

クールビズふんどし我が家に二人居る 佐藤美根子

空港島抱く花合歓や風渡る

平成 25（2013）年 10 月号
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大掃除見廻りの来し昭和かな

☆一路（上・下）
著者：浅田 次郎
☆輝天炎上
著者：海堂 尊
☆続・大人の流儀
著者：伊集院 静
☆クロのいた夏
作者：中沢 啓治
※淡輪公民館図書室では大阪府立図書館より本の貸
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。

南出佐代子

本の紹介

ムチムチのあんよ藪蚊の好物よ

図書だより

ばもととしお

▼わらべうたで遊ぼう！（乳幼児（０〜１歳）対象）
10 月 15 日（火） 午前 11 時〜 11 時 30 分
▼「絵本の学校」第２回 （単発でも参加できます。
）
10 月 18 日（金） 午前 10 時 10 分〜 11 時 50 分
※保育あります（１歳以上）
○テーマ 「長年読み継がれてきた人気絵本」
▼定例おはなし会
10 月 26 日（土）午後３時〜３時 30 分
※ 10 月から開館日が変更になりました。
【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
※休館日については、岬だより中の 10 月のカレンダー
の「 ア 」マークをご確認ください。

富士山の清水の祭り行者馳す

アップル館からお知らせ

JA

健

康

事業名

ス
対象・定員等

ケ

ジ

ュ

ー

ル

その他
▼たまごクラブは、これ
11 月６日（水）
からお母さんになられる
11 月 14 日（木）
方々が、交流を深めて楽
11 月 24 日（日）
しい子育てができる良い
たまごクラブ
妊婦とその家族（要予約）
11 月 27 日（水）
機会になります。ぜひご
（両親教室）
午後１時～３時（２回目・３ 参加ください。
回目は午前 10 時～正午）
▼げんき１番！健康ス
イッチ教室では、生活
■場所 ピアッツァ５
習慣病予防が目的。運
〇運動教室
動教室２回 / 月、栄養講
おおむね 35 歳以上の方
（フィットネスルーム）
座６回 / 年、調理実習１
げんき１番！ （新規参加者優先）
10 月 11 日（金）
・25 日（金）
・回 / 年を１年を通して開
健康スイッチ教室（要予約 定員 20 名）
11 月８日（金）
催します。
午後１時～３時
▼肝炎ウイルス検査は
予約が必要です。

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

大腸がん検診

乳がん検診

日時・受付

●特定健診
▼各種がん検診につい
国保加入者で 40 歳～ 74 歳
ては有料ですが、生活
の方、または満 40 歳以上の
保護世帯、もしくは 70
生活保護世帯の方
歳以上の方は無料にな
●国保若年特別健診
ります。詳しくはお問
S49 ４.１以降に生まれた方
11 月１日（金）
い合わせください。
で満 15 歳以上の国保加入者
午前９時 30 分～ 11 時 30 分
●後期高齢者健診
▼「保健師健康相談」、
後期高齢者医療の対象者
「心の健康相談」は「各
●結核肺がん検診
種相談」のページ（15 Ｐ）
満 40 歳以上
に掲載しています。
●肝炎ウイルス検査
満 40 歳以上（初回に限る）
▼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
11 月１日（金）
わしくは「平成 25 年度
満 40 歳以上
午前９時 30 分～午後２時 30 分
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
11 月１日（金）
満 40 歳以上（要予約）
午前９時 30 分～ 11 時 30 分 て健康づくりにお役立
てください。
午後１時～２時 30 分

毎月８日は「こども安全デー」です！
町内のこどもを犯罪から守るため、みなさまのご協力をお願いします。
※地域安全ボランティアの登録は随時受付しています。
岬町教育委員会
平成 25（2013）年 10 月号
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毒キノコによる食中毒にご注意！！
毎年、キノコ狩りで、誤って毒キノコを食べて食中毒を引き起こす事例が発生しています。大阪府

内においても、過去に、山中にて採取したキノコを食べた方が死亡するという事例が発生しました。
毒キノコを誤って食べると、嘔吐・下痢・めまいなどの中毒症状を呈し、最悪の場合死に至ること

があります。キノコ狩りに行くときは、次の３つのことに十分ご注意ください。
○食用かどうか自分で判断しない。

○見慣れないキノコは絶対に食べない。

○知らない、自分で判断できないキノコを人にあげない。
▼問合せ

大阪府泉佐野保健所生活衛生室食品衛生課

☎ 072 － 464 － 9688

ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ お知らせ

役場へのお問い合わせは直通電話へ

献血
〜 400ml 献血にご協力ください〜
▼とき 10 月 22 日（火） 午前 10 時〜正午、午後１時〜４時
▼ところ 岬町役場
▼対象 400ml 献血は男性 17 歳〜 69 歳、女性 18 歳〜 69 歳（65 歳以上
の方は 60 歳〜 64 歳の間に献血経験がある方に限ります。
）
※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。みなさまのご
理解とご協力をお願いいたします。
▼協力 岬エイフボランタリーネットワーク
▼問合せ 保健センター ☎ 492 ‐ 2424

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
▼わらべ唄遊び・絵本等の紹介・栄養相談
10 月 23 日（水）
午前 10 時 30 分～正午
▼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。
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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
▼とき

10 月 18 日（金）午前 10 時～正午

※警報発令時中止
▼ところ
▼内容

子育て支援センター
こぐま・支援センター合同運動会

▼持ち物
▼対象

着替え・帽子・お茶・タオル
１歳児～就学前児

※今月 16 日（水）はお休みです。
◆園庭遊び
▼とき

10 月 23 日（水） 午前 10 時～ 11 時

※雨天中止
▼ところ
▼内容

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

平成 26 年度

▼入所基準
保護者のいずれもが次のいずれかの理由で
児童を保育できないと認められ、かつ同居の
親族その他の方が児童を保育できないと認め
られる場合。
○居宅外で労働していること。
○居宅内で児童と離れて家事以外の労働をし
ていること。
○妊娠中または出産後、間がないこと。
○病気、ケガまたは精神や身体に障害がある
こと。
○精神や身体に障害のある同居の親族を長期
にわたり介護していること。
○災害の復旧にあたっていること。
保育所名

▼各保育所の募集概要 下の表に記載
▼受付期間 10 月 15 日（火）～ 25 日（金）
９時～ 17 時 30 分 ※土日除く
▼入所申込書の配布・受付場所
子育て支援課と各保育所
▼その他の注意事項
○入所した児童が保育の実施基準にあわなく
なった場合は退所していただきます。
○入所申込みは必ず受付期間中に手続きして
ください。
※０歳児は、平成 26 年４月１日現在、６か
月を過ぎている乳児が対象です。それ以降に
６か月に達する乳児の入所についてはお問い
合わせください。

対象年齢

淡輪保育所
深日保育所
多奈川保育所

０歳児～小学校就学前まで
１歳児～小学校就学前まで
▼問合せ

定員数

電話番号

160 名

☎ 494 － 3567

90 名

☎ 492 － 4955

60 名

☎ 495 － 5030

子育て支援課

☎ 492 ‐ 2709

特設行政相談会
〜困ったら一人で悩まず行政相談〜
10 月 21 日から 27 日は「行政相談週間」
行政相談委員は、総務大臣から委嘱を受け、住民のみなさまからの行政に関する苦情やご意見、
ご要望などを受け付け、助言や関係機関への通知などを行っています。
今月は、第３火曜日の定例相談のほか、特設相談を実施します。
日ごろ疑問に思っていることなど、お気軽にご相談ください。
▼とき

10 月 26 日（土） 午前 10 時〜正午

▼ところ

ショッピングセンター

▼岬町の行政相談委員
かさまもとこ

笠間幹子

☎ 494 − 3205

ピノオークワ岬店２階
おかもとともこ

岡本委子

☎ 492 ‐ 5232

平成 25（2013）年 10 月号
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◆家庭用の浄化槽（10 人
槽以下）の定期検査に新
方式が導入されました
平成 25 年９月より、浄化槽

管理者は、法律で保守点検や清

掃の実施、定期検査（11 条検査）

が義務付けられていますので、
必ず実施してください。
▼問合せ

○定期検査申込・検査について
大阪府指定検査機関

一般社

団法人大阪府環境水質指導協会

ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ お知らせ

役場へのお問い合わせは直通電話へ

☎ 072 ‐ 257 ‐ 3531

○浄化槽について
泉佐野保健所

環境衛生課

生活衛生室

☎ 462 ‐ 7982

阪南市岬町自立支援協議会の

役割と、その取組みを広く地域
の方々に知っていただき、地域

◆行政書士無料相談会
10 月の行政書士広報月間に、

住民サービスの一環として、大
阪府行政書士会泉州支部主催の

「無料相談会」を開催します。

でくらす障がいのある方へ、こ

▼とき

こと・くらすこと』を協議会委

▼ところ

とができる報告会を開催します。

▼問合せ

▼日時

事務局 ☎ 464 － 2793

れからの『はたらく（＝活動する）
員と地域の方々と共に考えるこ
ぜひ、ご参加ください。
10 月 25 日（金）

10 月 20 日（日）

午前 10 時～午後４時

泉の森ホール

泉佐野市市場東１ ‐ 295 ‐ １
大阪府行政書士会 泉州支部

13 時 30 分～ 17 時（予定）

▼場所

さつき園食堂

（阪南市鳥取中９ ‐ １）

▼講師

◆犬と楽しくつきあう講座
■講演と犬のしつけ方デモンス
トレーション（無料）

▼とき

10 月 12 日（土）

午後１時 30 分～４時 30 分

株式会社サクセス

自立支援推進室室長
河本氏

▼問合せ

地域福祉課

☎ 492 ‐ 2700

▼ところ

岸和田市立福祉総合センター

８月の議会の主な活動

※申込不要・無料

当日先着 160 名

※犬を連れての入場はできませ
ん。また、車でのご来場はご遠
慮ください。

■犬のしつけ方実技講習
（無料）
犬の体格等によりグループに

分け、各グループ１時間の実技
講習を行います。①の講演会を
受講した方対象。
▼とき

11 月９日（土）
・16 日（土）
午前 10 時～午後４時

▼場所

岸和田保健所

※定員は犬 40 頭（抽選）

※ 申 し 込 み 方 法 は 10 月 12 日
受講時に説明します。
▼問合せ

岸和田保健所

☎ 422 ‐ 5681
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◆就労生活支援部会の
活動報告のご案内
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１日

泉南郡監査委員連絡会総会

３日

岬町総合防災訓練

２日
５日
６日
７日
８日
９日

10 日
20 日
21 日
22 日
27 日
28 日
30 日

大阪府町村議長会議員セミナー
泉州南消防組合定例会

議会運営委員会・大阪広域水道企業団議会臨時会
大阪府後期高齢者医療広域連合会臨時会

農業委員会・第二阪和国道岬町域の工事現場視察
岬町民生委員推薦会
自治区長連合会総会

例月監査・役員会・大阪府町村議長会定例総会
深日港活性化特別委員会

大阪広域水道企業団議会議員定数等調査委員会
議会運営委員会・全員協議会・議会運営委員会
７役会議

道州制と町村議会に関する研究会

◆第 15 回大阪保育子育
て人権研究集会

子どもたちがすこやかに育つ

ために御協力をよろしくお願い
します。
▼日時

10 月 27 日（日）
岸和田市

11 月 3 日（日）

▼場所

▼場所

スターゲイトホテル関

▼参加費

10 時～ 16 時 30 分

４階

無料

▼主催

他府県からの参加者は 4,000 円）

センター

所定の用紙に必要事項を記入の

護促進協会

▼参加費

2,000 円（ 大 阪 市・

▼申込方法

10 月 12 日までに

上、FAX ま た は 郵 送 で お 申 し

浪切ホール

特別会議室

西エアポート

大阪里親連合会岸和田

〒 540 ‐ 0006

大阪市中央区法円坂 1 ‐ 1 ‐ 35
アネックスパル法円坂

第 15 回大阪保育子育て人権

研究集会事務局（NPO 法人ち
ゃいるどネット大阪） 宛
〇 FAX

06 ‐ 4790 ‐ 2223

▼問合せ ちゃいるどネット大阪
☎ 06 ‐ 4790 ‐ 2221

◆「あなたも里親に」
～里親地域相談会を

開催します！～

子どもは親の深い愛情につつ

まれて、家庭で心身共にすこや
かに育つことが望まれます。

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
ない子どもたちがたくさんいる

のが現状です。そのような子ども

たちを自分の家庭に受け入れて、
深い愛情と理解をもって育てて

泉南警察署

急がず

☎ 471 ‐ 1234

◆肝炎・肝がん講演会

▼場所

和泉市コミュニティセ

公益社団法人

家庭養

▼問合せ

ンター１階

中集会室

○講演「肝炎・肝がんについて

☎ 445 ‐ 3977

の正しい理解と最新治療及び治

444 ‐ 9008

※平日

午後３時～５時

▼内容

療上の注意について」

９時～ 17 時 45 分

○講師

和泉市立病院

病院長

補佐兼肝臓病センター長

（http://www.childnet.or.jp） か ら

〇郵送

▼問合せ

慌てず

▼共催

FAX

▼申込先

○振り込みは

11 月 28 日（木）

にあります。また、 ち ゃ い る

もダウンロードできます。

がけ

心

▼日時

岸和田子ども家庭センター

どネット大阪のホームページ

鍵かけ声かけ

支部・大阪府岸和田子ども家庭

込みください。

※所定の用紙は子育て支援課

○油断せず

まず相談

13 時 30 分～ 16 時

▼日時

迫る影

ひろき

◆泉南警察署からお知らせ

浩樹

先生

▼対象

一般府民

全国地域安全運動

▼申込方法

～みんなで力を合わせて安全・

▼申込・問合せ

10 月 11 日
（金）
～ 20 日
（日）

安心まちづくり～

警察では、安心して暮らせる

「安全なまち大阪」を確立する

ため、各種団体、関係機関と連
携して以下のことを重点的に実
施します。

さかぐち

坂口

▼申込期限
企画調整課

電話申込み

11 月 14 日（木）

泉佐野保健所

☎ 462 ‐ 7702

◆司法書士総合相談セン
ターの相談（無料・予約制）
大阪司法書士会では、登記手

○ひったくり等、街頭犯罪の被

続、裁判手続、クレジット・サ

○子どもと女性を対象とする犯

センターを開設しています。

○空き巣等住宅を対象とする侵

▼相談日時

○振り込め詐欺をはじめとする

▼ところ

▼スローガン

者生活センター内）

害の防止

罪の被害の防止

入窃盗の被害の防止

ラ金問題などについて無料相談
詳細は、お問い合わせください。
毎週水曜日

13：30 ～ 16：30

司法書士総合相談泉

特殊詐欺の被害の防止

佐野（泉佐野駅前

○きいつけやー

▼予約・問合せ

やで

あんたのこと

そのバッグ

○守ろうよ
ちぐるみ

○振り向いて

子どもと安全

泉佐野消費

☎ 06 ‐ 6943 ‐ 6099

ま

あなたの後ろに
平成 25（2013）年 10 月号
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その他

くださる方を「里親」といいます。
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福

祉

◆石綿の健康影響の評
価調査のための検診
大阪府では環境省の委託を受

け、過去に石綿（アスベスト）
にばく露した可能性のある方に

対して、第２期調査（平成 22 年

度から 26 年度までの５年間）と

して健康状況を調査しています。
平成 25 年度も引き続き実施

ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ お知らせ

役場へのお問い合わせは直通電話へ

しますので、ご協力いただける
方を募集いたします。
▼対象

○ 11 月 23 日（土）

～泉佐野分室からのお知らせ～

田尻町総合保健福祉センター

犬の新しい飼い主になってくだ

○ 11 月 27 日（水）

（たじりふれ愛センター）
○ 11 月 30 日（土）
岸和田保健所

○ 12 月 13 日（金）

阪南市立保健センター

※時間はいずれも午前９時 30 分

～午後３時 30 分（予定・予約制）
▼申込・問合せ
保健所

てはまる方

塚市、熊取町、泉佐野市、田尻
んでいた方

○石綿取り扱い施設で勤務、ある

大阪府泉佐野

地域保健課

☎ 462 － 7703

募

○平成２年以前に岸和田市、貝
町、泉南市、阪南市、岬町に住

集

◆せんなん里海公園
フォトコンテスト作品

いはその付近に住んでいたなど、

～第２回「あなたの感性で里海公

○調査の趣旨を理解し、今後も

▼募集期間

10 月 1 日（火）

▼募集要項

１人５枚まで（応

石綿にばく露した可能性がある方

継続して問診や胸部エックス線
検査等を受診して頂ける方
▼内容

○問診及び胸部エックス線検査

（参加者全員）

園の魅力をみつけましょう！」～
～ 11 月 30 日（土）

募作品の返却はしません）
○サイズ

Ｌ２以上Ａ４まで

○応募資格

制限なし

○胸部 CT 検査は前年度経過観

○入賞作品はデータを提供して

れた方、第１期参加者で平成 22

※著作権は撮影者に帰属します

ない者及び新規参加者のみ実施

していただけるものに限ります

察（及び要精密検査）と判断さ

いただける作品に限ります。

～ 24 年度の期間に受診してい

が、作品の利用を公園協会に許可

▼費用

無料（要精査により医療

機関を受診される場合は自己負担）
▼日時及び場所

○人物撮影の場合

本人または

保護者の許可を得ていること。
審査後、その結果発表と共に作

○ 10 月 15 日（火）

品を潮騒ビバレー掲示します。

○ 10 月 23 日（水）

▼主催

泉南市立保健センター

※入賞作品には粗品を進呈します。

阪南市立保健センター

事務所

○ 10 月 30 日（水）
○ 11 月１日（金）

平成 25（2013）年 10 月号

◆犬の飼い主募集

泉南市立保健センター

以下の条件すべてにあ

熊取ふれあいセンター
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岸和田保健所

▼共催

せんなん里海公園管理

▼問合せ

うみべの森を育てる会
せんなん里海公園

管理事務所

☎ 494 ‐ 2626

大阪府では府が引取収容した

さる方を募集しています。大阪

府内で犬を飼えるところにお住
まいであることなどの条件を満

たしていただく必要があります。
※必要な書類はインターネット
から入手することもできます。
▼ホームページ

http://www.pref.osaka.jp/

shokuhin/kyoukenbyou/jouto.html

※なお、ねこについても新しい

飼い主さんを募集しております。
▼問合せ

○犬に関する問合せ

大阪府犬・ねこの相談室泉佐

野分室

☎ 464 ‐ 9777

○ねこに関する問合せ

大阪府環境農林水産部動物愛

護畜産課 ☎ 06 ‐ 6210 ‐ 9615

大阪府最低賃金改正
10 月 18 日から「大阪府最低

賃金」の金額が改正されます。

使用者は労働者に対して、次

の金額以上の賃金を支払う必要
があります。

▼時間額

819 円

○大阪府最低賃金は、パート、
アルバイト等を含むすべての労
働者に適用されます。

○特定の産業の労働者について

は、別に「産業別最低賃金」が
定められています。
○詳しくは、

大阪労働局労働基準部賃金課
☎ 06 ‐ 6949 ‐ 6502

または最寄りの労働基準監督署へ

◆ 10 月の納税
■町府民税（第３期分）
▼納期限

10 月 31 日 ( 木）

納期限までに、お近くの金融

機関や郵便局で納めてください。
銀行口座振替又は、郵便局自

動払込をご利用の方は、預貯金
残高をお確かめください。振替

日又は払込日は、10 月 31 日
（木）
です。

▼問合せ

税務課納税係 ☎ 492 ‐ 2765

ース・リサイクル（３Ｒ）推

額 50 円）の割引となります。

天然資源の消費が抑制され、

さい。

進月間です

■国税電子申告・納税システム
(e-Tax) をご利用ください

e-Tax とは、税務署や金融機

関の窓口に行かなくても、所得
税、法人税、消費税、酒税及び
印紙税等の申告、並びにすべて

の税目の納税、申請・届出等が、
自宅やオフィスあるいは税理士
事務所などから、インターネッ
トを利用して手続きができるシ
ステムです。

特に源泉所得税の毎月納付や

消費税の毎月申告など、利用回
数の多い手続きには便利なシス
テムですので、ぜひご利用くだ
さい。

■ダイレクト納付はこんなに便
利です！

ダイレクト納付とは、事前

に税務署に届出をしておけば、

○すでに口座振替で１年または

るため、関係省庁では毎年 10

合、早割に変更すると、割引の

リユース（再使用）
・リサイク

○従来から口座振替を利用され

めて、幅広く国民の皆様方への

ためにはあらためて申し込みが

された「循環型社会」を構築す

６か月の前納制度をご利用の場

月を「リデュース（発生抑制）
・

合計額が少なくなります。

ル（再生利用）推進月間」と定

ている場合も、早割に変更する

啓発活動を展開しています。

必要です。

国税庁では、酒類の「リターナ

納付されても割引はありませ

切な資源であることの周知を図

▼口座振込の申込について

クルへの協力を酒類業者と消費

融機関等の窓口に備え付けてお

ます。みなさまのご協力をよろ

ただし、申込の際には、金融機

▼ e-Tax ホームページ

の記入が必要となりますので、

▼国税庁ホームページ

帳や納付書などでご確認くださ

▼問合せ

るまで２か月程度かかりますの

この啓発活動の一環として、

ブルびん」は繰り返し使える大

申込用紙は各年金事務所、金

しくお願いします。

関届出印の押印と基礎年金番号

www.e-tax.nta.go.jp

基礎年金番号については年金手

www.nta.go.jp

い。また、口座振替が開始され

泉佐野税務署 ☎ 462 ‐ 3471

で、
あらかじめご了承ください。

年

金

◆国民年金保険料の早割
について

くわしい内容については、お

近くの年金事務所へお問い合わ
せください。
▼問合せ

貝塚年金事務所 ☎ 431 ‐ 1122

通常、国民年金保険料の口座

振替では、当月分は翌月末振替
となりますが、早割を利用する
と、当月保険料が当月末に引き
前月比

人 の 動 き

できる電子納税の納付手段で

平成 25 年９月１日現在

す。

ん。

り、その場で申込が可能です。

座からの振替により、即時又は
指定した期日に納付することが

○現金支払の場合、１か月早く

者の皆様方に広く呼びかけてい

e-Tax を利用して電子申告等を
した後に、届出をした預貯金口

ただし、次のことにご注意くだ

環境への負担ができる限り低減

るとともに、酒類容器のリサイ

◆税務署からのお知らせ

落としとなり、年間 600 円（月

世帯数 ７，７１９ （ー１２）
人 口 １７，１４９人（－１９）
男
８，０５７人 （－ ８）
女
９，０９２人 （－１１）
平成 25（2013）年 10 月号
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税

■ 10 月はリデュース・リユ
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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

15

※くわしくはお問い合わせください。

日時等
10 月９日（水）
・23 日（水）
午後２時〜５時（定員６名）
10 月 15 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
10 月18 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
10 月23 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
平日 午前９時〜午後５時 30 分
高齢福祉課 ☎ 492 − 2716
■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
年中無休・24 時間体制
☎ 494 − 0789

◆教育に関する相談

平日

◆消費者相談

10 月 11 日（金）午後１時〜４時

午後１時 30 分〜３時

◆総合生活相談

■住民活動センター
10 月１日（火）
、15 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

◆地域就労支援相談

平日

◆人権相談

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

10 月 16 日（水） 午前 10 時～正午
岬町立保健センター ☎ 492 − 2424
11 月６日（水） 午前 10 時～正午

◆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

10 月 15 日（火）午後１時～４時

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。 まちづくり戦略室 ☎ 492 － 2775

◆福祉なんでも相談

平成 25（2013）年 10 月号

■喫茶たまり場（みんなのたまり場）
10 月１日（火）午前 11 時～午後１時 ■岬町地域包括支援センター
高齢福祉課 ☎ 492 － 2716
■喫茶めだか組（多奈川小学校）
10 月９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
10 月 16 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
10 月 23 日（水）午前 10 時～正午
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岬ライオンズクラブ
ライオンズクラブは、会員 135 万人が加入している国際的な組織です。クラブ数は、世界中で 46000

を数えます。国際活動に協力するとともに、各クラブは地域に密着した活動をしています。
岬ライオンズクラブでは、献血事業、青少年の森の整備、長松海岸の

堤防のアートギャラリー、交通安全の看板の設置など発足以来この 37
年の間にいろいろな活動をしてきました。その本質はボランティア活動
です。
最近では、みなさまにもご覧いただいたこ

とと思いますが、東日本大震災のあと、いち
はやく海抜の看板を町内 80 か所に設置しました。
また、毎年５月末、せんなん里海公園で「ビーチバレーボール大会」を開

催しています。この大会は今年で６回目となり、小学生・中学生・一般の部

に合計 200 名余りの方々にご参加いただきました。
今年度の献血事業は、年２回行います。次回は、12 月 23 日に行いますのでご協力よろしくお願い致
します。

当クラブでは只今会員を招請しています。活動に関心をお持ちの方はお知り合いのメンバーか、クラ

ブ事務局までお問い合わせください。

▼問合せ 岬ライオンズクラブ事務局 会長 坂原 寛則（任期：2013.7 ～ 2014.6） ☎ 492 ‐ 4300

いきいきパークみさき

こども模型飛行機教室のご案内

ゴム動力の模型飛行機をつくり、いきいきパークみさきで自由に飛ばそう！
参加者には、修了証と「スカイ・キッズ」オリジナルピンバッチをプレゼント！
▼日時

11 月 10 日（日）10 時～ 13 時（雨天決行） ※参加費無料

▼実施会場
○晴天時

いきいきパークみさき（多奈川地区多目的公園）内の多目的広場

○雨天時

岬町立町民体育館

作るのはこんな飛行機だよ。
風に乗ってすごく遠くまで
飛ぶんだよ。

▼募集対象 小学校３年生から６年生の児童 30 名（保護者の同伴をお願いします。
）
▼申込方法

往復はがき、電子メール、FAX にて、住所、氏名（保護者名も含め

参加者全員）、学年、電話番号、会場までの交通手段（電車、車）を明記してくだ
さい。（FAX でお申込みの方は FAX 番号も記載してください。
）
▼申込先
○往復はがき
〒 599 ‐ 0392（住所不要） 岬町まちづくり戦略室
○電子メール
○ FAX

あて

yuuchi@town.osaka-misaki.lg.jp

492 ‐ 5814

▼申込期限
▼主催

10 月 29 日（必着）

▼問合せ

大阪府、岬町、岬町多奈川地区整備促進協議会
岬町まちづくり戦略室

☎ 492 ‐ 2730

広報岬だより平成 25 年 10 月号
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編集 / 発行 岬町役場 まちづくり戦略室〒 599 － 0392 大阪府泉南郡岬町深日 2000 － 1
広報に関するご意見・問合せ☎ 072 － 492 － 2775（各課へのお問い合せは直通番号をご利用ください。）
※広報岬だよりは毎月 8,000 部を作成し、１部あたりの単価は 15.1 円です。
（うち町負担は 12.5 円で、2.6 円を広告収入で賄っています。)

