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表紙の写真：第５回みどりっこまつり
去る 10 月 23 日、第５回みどりっこまつりが
子育て支援センターで開催されました。
看板から元気よく登場した " みどりっこ”たち。
ダンスパフォーマンスを力いっぱい披露した後
は、模擬店や体験コーナーなどお楽しみもいっぱ
いです。子どもたちの笑顔にお父さん、お母さん
たちも自然と笑みがこぼれます。
子育ては大変なことが多いですが、何にも代え
難い大切なこともたくさん教えてくれます。これ
からも地域みんなで支えあいながら将来を担う子
どもたちの成長にふれていきたいものです。

12 月のカレンダー

淡 淡輪公民館休館日
ア アップル館休館日

※くわしい内容は掲載ページをご覧ください。
※（

日

月

ピ ピアッツァ５休館日

）内の数字は掲載ページまたは掲載号

火

水

木

金

土

28

29

30

１

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

15

16

17

18

童謡をうたう会
（11 月号）

乳がん検診、子 BCG（11 月号）ほのぼのクラブ
宮がん検診（11
（11 月号）
月号）
平成 23 年度保
育所入所児童募集
（10 日まで）
（11 月号）
淡ア
ピ ア

大阪湾の入口に メタボ解消！体 人権相談（13） 法律相談（13）
存在する古代王 操教室、介護予 元気はつらつ教室 出張ほのぼのク
防手芸教室、保
国の謎を探る
（11 月号） ラブ（11 月号）
（11 月号）健師健康相談、
乳幼児育児健康
相談（11 月号）
ピ ア
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13
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14

心肺蘇生法（CPR）こころの福祉講座
講習会
（11 月号）
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教育相談（13） ホッとな手作り
教室（11 月号）

食生活改善教室、野の花と出会う会
乳がん検診
（３）
（11 月号）
ものづくり企業
合同説明会（３）
消費者相談（13）

ほのぼのクラブ ヨーガ体操体験 こころの福祉講座
（12）講座（３）
（11 月号）
男性栄養教室
男性元気でまっせ 幼児教室（６）
（11 月号）体操講習会（７） ポリオ（７）
障がい者相談
（12）
教育相談（12）

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

ピ
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ピ 淡ア

ピ 淡ア

保健師健康相談 行政相談（13） 法律相談（13） 献血（７）
（13）人権相談（13） まつのき園出張
相続・遺言相談 相談（13）
（13）
元気はつらつ教室
（７）
ピ ア
淡ア
淡

ア

淡ア

※年末年始の業務日は、８～９ページもご覧ください。
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イベント・催し情報

月１日までの日程は
カレンダー に掲載し
ています

月のイベ ン ト

泉州・南大阪エリア

ものづくり企業合同
説明会
▼日時
月 日
時〜 時
※開場は 時〜
▼場所 岸和田市立浪切ホ
ール ４階特別会議室
▼参加企業 泉州・南大阪
エ リ アのものづくり企業
約 社
▼参加費 無料
▼問合せ
大阪府商工労働部雇用推
進室人材育成課
☎ ︲６９４４︲６７６０
㈱インテリジェンス﹁大
阪府ものづくり就職支援事
務局﹂
☎０５７０︲ ︲

野の花と出会う会

▼とき
月 日
※雨天中止
▼集合場所・時間
※いずれもバス停留所
淡輪駅 午前 時 分
みさき公園駅
午前 時 分
深日小学校・オークワ前・
町役場 午前 時 分
※望海坂は連絡ください︒
▼参加費 １０００円
︵保険代・バス代︶
▼ 持 ち 物 お 弁 当・ 水 筒・
帽子・手袋
▼連絡先
岬町住民会議
岡 ☎ ︱５１１４
辻 ☎ ︱３８８６
高齢者の生きがいと
健康づくり推進事業

ヨーガ体験講座

学会認定
ヨーガ療法士 布施多美恵
▼準備するもの 動きやす
い服装・タオル・お茶
▼主催 岬町長生会連合会
▼申込・問合せ 高齢福祉課
☎ ︲２７１６

カルチャー
淡輪公民館

登録クラブの紹介
囲碁・社交ダンス・子ど
も茶道・パッチワーク・大
正琴・文化箏・書道・茶道・
卓球・フォークダンス・ス

トレッチ・トールペイント・
キッズジャズヒップホップ
ダンス・源氏物語を読む会・
ボタニカルアート・絵手紙・
ピアノレッスン・日本舞踊・
民謡・衣類リフォーム・童
謡をうたおう・フラダンス・
クラシックギター・パソコ
ン・カラオケ・パステル画・
絵画・きもの着付・太極拳・
料理
※クラブ活動に参加ご希望
の方は公民館までお問い合
せください︒ただし︑定員
に達しているため︑キャン
セル待ちのクラブがあります︒
▼問合せ 淡輪公民館
☎ ︱０３００
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22 日
25 日
26 日
27 日
28 日
29 日

35

45

492

和歌山岬第二阪和国道延伸連絡協議会
農業委員会
議会運営委員会
議会運営委員会協議会
例月出納検査
和歌山岬第二阪和国道延伸連絡協議会
東京陳情（～ 20 日）
行財政改革委員会
阪南岬消防組合臨時会
行財政改革委員会協議会
京都府城陽市議会視察来庁
南部地区議長会議員セミナー
阪南岬第二阪和国道延伸連絡協議会
４日
５日
８日
13 日
15 日
19 日
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衰えがちな筋力アップを
無理なく楽しく健康に！
▼とき
月 日
午前 時 分〜 時 分
▼場所 淡輪老人福祉センター
▼参加費 無料
名
▼募集人数
※定員になり次第締切
▼申込期間
月 日 〜 日
▼講師
社団法人日本ヨーガ療法

議会の主な 10 月の活動
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阪南市内の波太神社から
鳥取池に行きます︒
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受賞おめでとうございます
平成 22 年度地方教育行政功労者表彰で、羽畑貫治さんが文部科学大臣

表彰を受賞されました。

羽畑さんは、平成 11 年に教育委員会教育委員に就任、平成 14 年からは

教育委員長として、幅広い知識と豊富な経験を生かし、的確な判断力・優れ
教育長とともに町長
に受賞の報告をする
羽畑さん（中央）

た指導力をもって岬町の教育行政の推進に尽力されたことが評価され、今回
の受賞となりました。

▼学校教育課

今月は、岬町防犯委員会孝子地区代表の下出さんにお話を伺いました。
下出さんは、今期の区長への就任と同時に防犯委員に就任されましたが、

こどもたちの安全を守る！

岬町青少年指導員、泉南警察署管内の少年補導員として、いずれも発足当
時から子どもたちの健全育成に尽力されています。
少年補導員に就任された昭和 50 年代は、暴走族など少年が非行に走るこ
とが多かった時代。夜中のパトロールはもちろん、非行仲間内でのいじめの
仲裁など、連日ハードな日々を過ごされました。最近は主に、孝子駐在所の
森澤さんをはじめ、地域のみなさんと安全パトロールなどの活動をされてい
ます。森澤さんの存在は大きく、こまめに連絡が入り連携を密にされている
とのこと。少年補導員を長年務められた経験から、子どもを守るには、一つ
の組織だけでなく地域やいろいろな組織ぐるみで臨むことが大切だと仰います。
30 代半ばから補導員として尽力されている下出さん。70 歳を迎えた今、自分に代わる若い世代の活躍も注
目していきたい、と世代交代への思いも熱くされていました。

★学校安全ボランティアは随時募集しています。
くわしくはお問い合わせください。

深日小学校ＰＴＡ

廃品回収ご協力の
お礼
10 月 24 日の廃品回収時には、

ＰＴＡや地域の皆様方のおかげ

で、たくさんの廃品を集めるこ
とができ、ありがとうございま
した。

収益金は、子どもたちのため

に活用させていただきます。

来年度も第１回は７月、第２

回は 10 月に実施予定ですので、
ご協力のほど、よろしくお願い
します。

▼深日小学校ＰＴＡ役員一同

▼登録・問合せ
生涯学習課 ☎ 492 － 2715

岬ＪＦＣスポーツ少年団

スポ少
リレー紹介

岬ＪＦＣスポーツ少年団は、現在キッズから小

学校高学年が男女合わせて 34 名が所属するサッ

カーチームです。主にランニング、基礎練習、ミニゲームという流れで
練習しています。10 月 24 日には、多奈川グラウンドで、小学校２年生

までの子たちが参加して「あめ玉カップ」を開催。“ あめ ” のメダルとカ

ップを目指し、８チームが戦いました。年に一度、この日はお母さんた
ちも手作りに励みます。

高学年になると、ビーチサッカーや他チームとの交流もあり岬ＪＦＣ

としてのチームワークも深まってきます。サッカーを楽しみたい子ども
たちは、遠慮なく見学に来てください。一緒にサッカーをしましょう！
▼練習日時 毎週土曜日・日曜日

▼練習場所 灰吹池グランド、淡輪小学校ほか

▼連絡先 岬ＪＦＣスポーツ少年団代表 河野知男
☎ 474 － 1531
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ＫＩＸクリスマスフェスタ
■ＫＩＸクリスマス装飾
“ 世界に繋がるＫＩＸ ” を象徴して世界をテーマ
にした 5 つのクリスマスツリーが登場。展望ホール
にはイルミネーションも。航空灯火とイルミネーシ
ョンが織り成すロマンチックな雰囲気をお楽しみく
ださい。
▼日時 12 月 25 日 ( 土 ) まで
▼場所 旅客ターミナルビル、
エアロプラザ、関空展望ホー
ル Sky View
■フィンランド航空フェア
フィンランド航空による制服展示や、フィンラン
ドの森をそのまま持ってきたようなジオラマを展示。
▼日時 12 月 25 日 ( 土 ) まで
▼場所 関空展望ホール Sky View
▼協力 フィンランド航空
■スノーパーク
関空に雪を積もらせます。雪合戦や雪だるまづく
りをお楽しみください。
大人気のアルパカやひつじ、
うさぎやモルモットたちも遊びにやってきます。
▼日時 12 月 4 日 ( 土 )・5 日 ( 日 ) 10:00 ～ 16:00
▼場所 関空展望ホール Sky View 団体バス駐車場
■ＯＳＡＫＡ韓国クリスマスフェスタ
韓流スターの映画上映、
観光情報ブースや名産品、
スターグッズなど、韓国があふれています！
▼映画
○上映作品 作戦 THE SCAM、グッドモーニング
プレジデント、 悲しみよりもっと悲しい物語
○鑑賞料金 1,000 円
▼ K ‐ POP フィルムコンサート
○上映アーティスト SEOUL TRAIN with ZE:A
○鑑賞料 2,000 円
▼日時 12 月 15 日 (水) ～ 20 日 (月) 10:00 ～ 18:00
▼場所 エアロプラザ 2 階イベントホール
▼主催 大阪・韓国クリスマスフェスタ実行委員会

寄附
ありがとう
ございました

■ KIX Airport X’mas with JAL
～クリスマスに空港で夢のようなひとときを～
クリスマスディナーを JAL の現役パイロットや
キャビンアテンダントとのトークショーとともに。
歴代制服ファッションショーや抽選会、JAL バンド
による生演奏もあります。
▼募集人数 200 人 （有料・要予約）
※定員に達し次第締め切り。
※イベント詳細・ご予約方法は、関西空港ホーム
ページにて随時お知らせします。
▼日時 12 月 23 日 ( 祝 ) 17:00 ～ 20:00 （予定）
▼場所 ホテル日航関西空港内 関西空港会議場 「鶴」
▼協力 日本航空
■ＫＩＸファミリーコンサート
地域の子ども達やオーケストラによるコンサート。
かわいい衣装をまとった子ども達のパレードも開催
します。
（※パレードは 23 日のみ。
）
▼日時 12 月 23 日 ( 祝 ) 12:00 ～
25 日 ( 土 ) 13:00 ～
▼場所 ○コンサート エアロプラザ 2 階水の広場
○パレード 旅客ターミナルビル
詳しい情報は、随時ホームページに掲載します。
▼関西国際空港オフィシャルサイト イベントページ
http://www.kansai-airport.or.jp/play/
■「ＫＩＸクリスマスフェスタ」期間中の展望
ホール駐車場料金がおトクに！
ＫＩＸクリスマスフェスタの開催期間中、関
空展望ホール Sky View の駐車料金のサービス
を実施します。
▼サービス対象 関空展望ホール Sky View 駐
車場をご利用の方
▼サービス期間 12 月 25 日（土）まで
▼サービス内容 基本料金 20 分 100 円のとこ
ろ、12 時間まで 500 円。
（12 時間以降は通常通り、
20 分 100 円を加算）

国際ソロプチミスト大阪 ‐ りんくう様から小学校の図書
購入費として金５万円の寄附をいただきました。
ありがとうございました。
▼学校教育課
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暖房器具は正しく
安全に使用しましょう

本格的な冬を迎え︑各家
庭ではストーブなどの暖房
器具を使う機会が多くなっ
てきます︒
最近は︑石油ストーブに
替わって操作の簡単な石油
ファンヒーターが普及して
いますが︑使用方法を間違
うとあなたの貴重な財産だ
けではなく︑生命をも奪っ
て し ま う こ と が あ り ま す︒
暖房器具での火災を防ぐた

ダイヤル

１
１1199
岬消防署

め︑今一度︑ご家庭でチェ
ックしてみましょう︒
○取扱説明書は読みました
か︒
○器具に合った燃料を使用
していますか︒
○上部に洗たく物を干した
り︑燃えやすいものの近
くで使用していませんか︒
○外出する時やおやすみ前
には消火していますか︒
○給油する時や移動すると
きは消火していますか︒
○近くでスプレー缶などの
引火性のあるものを使用
していませんか︒
○耐震自動消火装置は正常
に作動しますか︒
○ときどき換気をしていま
すか︒
ご家庭で暖房器具用の燃
料として灯油を貯蔵する場
合 は︑﹁ 推 奨 ﹂・﹁ 認 定 ﹂ ラ
ベルのついた灯油用ポリエ
チレン容器を使用してくだ
さい︒
ま た︑ ベ ラ ン ダ な ど の
雨・風・日光のあたるとこ
ろに保管されている灯油容
器は︑性能が低下しますの
で︑物置のような暗くて温
度の低い場所に保管してお
くことが一番です︒
▼問合せ 岬消防署予防係
☎ ︱０１１９
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淡輪公民館図書室からのお知らせ

図書だより

▼開館日・開館時間 水曜日～月曜日
午前 10 時～正午 午後１時～５時

☆だいじょうぶ３組
☆アリアドネの弾丸

▼休館日 火曜日・祝祭日・年末 ･ 年始
※火曜日に祝祭日が重なる場合は翌日も休館

☆悪人（上・下）
☆３才から遊べる

▼夜間返却（取扱時間 17 時～ 21 時）

著 ： 吉田修一
はじめてのあやとり
著：野口 廣

～本のリクエストを受付しています～

※休館日は取り扱っていません。

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。

著 ： 乙武洋匡
著 ： 海道 尊

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く

夜間返却用の用紙に記入し、館内の返却箱に入
れておいて下さい。

毎月８日は
「こども安全デー」
です！

本の紹介

ださい。

◆幼児教室（合同クリスマス会）
▼とき

12 月 17 日（金）

10：30 ～クリスマス会終了まで

▼ところ

地域の子育て
応援します！

▼持ち物

子育て支援センター

着替え・お茶・タオル

※警報発令時は、中止。

▼問合せ

◆園庭遊び＆子育て相談
▼とき

淡輪保育所

☎ 494 － 3567

12 月 22 日（水）

10：00 ～ 11：00

▼ところ

岬町教育委員会

▼持ち物

淡輪・深日各保育所

着替え・帽子・お茶・タオル

※警報発令時・雨天時は、中止。
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日時・受付

ル
その他

●ポリオの母子健康手帳の受付は正午

12 月 17 日
生後３か月～
からです。
午後１時～
ポリオ（小児マヒ）
７歳６か月未満
２時 15 分

●「保健師健康相談」、「乳幼児育児健
康相談」等は「各種相談」のページ（13
「元気でまっせ体操」を
Ｐ ) に掲載しています。
男性元気でまっせ 地域で普及していただ 12 月 16 日
午前 10 時～
●毎月 10 日までの健康スケジュール
ける方（男性優先）
体操講習会
11 時 30 分 は前月号に掲載しています。くわしく
（要予約：定員 20 名）
は「平成 22 年度健康づくり日程表」
65 歳以上で日常生活に
でお知らせしていますので、1 年間大
少し不安をお持ちの方 12 月 21 日
元気はつらつ教室 ※介護認定者を除く
午後 1 時～３時 切に保管して健康づくりにお役立てく
ださい。
（要予約：定員 20 名）

大阪府泉佐野保健所からお知らせ
◆毒キノコによる食中毒に注意！

◆素人調理によるふぐ中毒事故に注意！

キノコ狩り等で食中毒を起こさないように

次の３つのことに、十分ご注意下さい。

うに発生し、死者も出ています。

に、採って食べない

にやめましょう。

○見慣れないキノコは絶対に食べない

＜ご存知ですか？＞

もありました。毒キノコは山中だけでなく身

○ふぐの種類によっては皮や

○確実に鑑定された食用キノコ以外は絶対
○自分勝手に鑑定しない

近な場所に生えていることもあります。熱帯
系のキノコが増えてきていることもあり、素
人判断によるキノコの摂取は絶対にやめてく
ださい。

献

血

〜 400ml 献血にご協力を 〜
▼日時 12 月 23 日（木）
午前 10 時～正午、午後１時～４時
▼場所 オークワ岬店
▼問合せ 保健センター
☎ 492 ‐ 2424

ふぐの素人調理は大変危険ですから、絶対

ふぐの調理には正しい知識と技術が必要です。

大阪府内で毒キノコを食べて死亡した事例
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釣ってきたふぐによる中毒事故が毎年のよ

○ふぐの肝臓と卵巣は特に毒が強い
精巣にも毒があります（コ
モンフグ、クサフグ、ヒガ
ンフグなど）
▼問合せ
食品衛生課

☎ 464 － 9688

12 月は
大阪府献血推進月間です！
大阪府内で実施される当日と翌日の献血場所を
フリーダイヤルでご案内していますのでご活用く
ださい。
▼フリーダイヤル 0120 － 524133

年末年始のごみ収集について
年末年始におけるごみ収集は次のとおりです。年末は 12 月 31 日（金）まで、年始は１月５日 ( 水）

から通常どおり収集を行います。みなさまのご理解・ご協力をお願いします。

収集地域
淡輪・望海坂・深日（岬公園）多奈川・孝子・深日（岬公園以外）
ごみの種類

年内最終日 12 月 30 日（木）
年始開始日 １月６日（木）
年内最終日 12 月 31 日（金）
プラスチックごみ
年始開始日 １月７日（金）
可燃ごみ
紙類・古着類

ペットボトル
空カン・空ビン

年内最終日
年始開始日
年内最終日
年始開始日

全
域
年内最終日 12 月 29 日（水） 年始開始日

12 月 31 日（金）
１月７日（金）
12 月 30 日（木）
１月６日（木）
１月５日（水）

◆粗大・不燃ごみ及び臨時ごみの年末年始の収集受付
から受付を行います。12 月 30 日（木）から１月４日（火）までの期間は収集しません。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。

なお、平成 20 年４月から、粗大ごみ及び不燃ごみは有料になっています。ご家庭で不要になった

家具や食器、蛍光灯などの粗大ごみ及び不燃ごみは、
「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。なお、
「粗大ごみ等
処理券」を貼っていても、粗大ごみ及び不燃ごみの美化センターへの直接搬入はできません。

◆粗大・不燃ごみ、臨時ごみについては、各ご家庭にお配りしている平成 22 年３月改訂版「岬町ご
みの分け方・出し方」のパンフレットをご覧ください。

▼粗大・臨時ごみ受付センター

☎ 492 － 6408

◆プラスチックごみの分別収集にご協力ください
平成 22 年４月１日から、プラスチック製容器包装ごみ（プラごみ）の分別収集を実施しています。

毎月約 10 トンのプラごみが収集され、可燃ごみの減量化に大きく貢献しています。プラごみの対象
物には、「プラマーク

」が表示されていますが、家庭から収集されたものには、次のような対象

外のものが多く混入されています。

これらは、「プラごみ」に該当しませんので、可燃ごみや不燃ごみとして出しください。
○食べ残した弁当や中身が入っているプラ容器
○空缶・空ビン、ペットボトル

○生ごみ、オシメ、生理用品、ティッシュペーパー、紙くず
○注射針、金属類

○ビデオテープやＣＤ、プラスチック製のおもちゃなど
収集されたプラごみは、岬町リサイクルセンターでプラごみ以外のものを

選別排除し、圧縮梱包して再生処理業者に搬送されます。取り除いたプラごみ以外のものは可燃ごみ
として焼却します。

なお、４月から９月の６ヶ月間で、プラスチックごみの収集量は約 69 トンでした。
今後とも、プラごみのさらなる分別にご協力をお願いします。
▼問合せ

住民生活課

生活環境係

☎ 492 － 2714

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

粗大・不燃ごみ及び臨時ごみの収集受付は 12 月 29 日（水）までです。年始は、１月５日（水）
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◆府立南大阪高等職業技
術専門校生徒募集
見学会（申込み不要）を開催

するとともに４月入校の生徒を
募集します。
▼日程

○ 12 月15 日（水）13:30 ～ 15:00
○１月 13 日（木）13:30 ～ 15:45
（体験学習有り）

ハローワークにて願書受付

▼日程

役場へのお問い合わせは直通電話へ

▼その他

授業料無料（教材費

等の実費は必要）

※詳細はネットで、
「南大阪校」
を検索してください。

大阪府立南大阪高等

職業技術専門校
☎

FAX

0725 － 53 － 3005

0725 － 53 － 3015

ょう。

●飲酒運転の撲滅

飲酒運転は、死亡・重大事故

に直結する絶対に許されない行
為です。次のことに十分注意し
ましょう。

○飲酒運転は絶対にしない。
○運転する人に酒を飲ませない。
○酒を飲んだ人に車を貸さない。
○飲酒運転の車に乗らない。
▼問合せ

●生徒募集

ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ お知らせ

ス テクノステージセンター前）

▼問合せ

●見学会

9

（泉北高速和泉中央駅より南海バ

○１月７日（金）～１月 17 日（月）

◆泉南警察署からのお知
らせ
「歳末警戒実施中！」

泉南警察署

☎ 471 − 1234

◆木になる夢銀行

預け入れ終了のお知らせ

新規高卒者対象

●空き巣に注意

離職者等（新規高卒者含む）

るみ、地域ぐるみで注意しまし

ていました「木になる夢銀行」

の確認をし、留守と悟られない

入れを終了し、苗木の払い戻し

○１月 11 日（火）～２月７日（月）
対象

▼募集科目
○６ヶ月制

ネットワークセキ

泥棒が近づけないよう家族ぐ

ょう。外出時は、必ず戸締まり

は、今年度からどんぐりの預け

工夫をしましょう。

のみを行います。

ュリティー科

●振り込め詐欺に注意

システム開発科、環境分析科、

官、弁護士、公務員等を装い、

○２年制

振込や、事故の示談金等の振込

○１年制

情報通信科、Ｗｅｂ

電話やメールで親族、警察

電気設備管理科、車体整備科

架空の事実を口実とした料金の

▼所在地

を要求するものが増加していま

自動車整備科

和泉市テクノステージ 2 ‐ 3 ‐ 5

平成 15 年度から実施してし

苗木の払い戻し業務は、平成

23 年度までの予定です。
▼問合せ

産業振興課

☎ 492 － 2749

す。振り込め詐欺に注意しまし

年末年始における役場等の業務日について
年末年始における役場等の業務日は次のとおりです。

施設名

閉館期間

役場本庁
保健センター
文化センター
青少年センター
各保育所
子育て支援センター
健康ふれあいセンター
淡輪公民館
アップル館

12 月 30 日（木）〜
１月４日（火）

こぐま園

12 月 24 日（金）〜
１月５日（水）

業務開始日

１月５日（水）
※各保育所は、通常保育のため
早延長保育を実施します。

１月６日（木）

農業委員会等に関する法律の

◆町有地の売払い（一般
競争入札）のお知らせ
一般競争入札による町有地の

売払いを実施します。購入を希
望される方は、実施要領をよく
お読みいただき、内容を十分把
握したうえで、入札参加申込み
手続きをしてください。
●物件概要
▼所在地

多奈川谷川 1847 番 23
ほか３件

▼地目

規定により、農業委員会委員選

▼土地の面積

104.11㎡～ 165.28㎡

▼予定価格

2,160,000 円～ 3,730,000 円

▼入札参加申込受付期間

12 月６日（月）～ 20 日（月）
午前９時～正午、午後１時～

午後５時。
（ただし、期間中の土・
日曜を除く。）

請を受け付けます。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
ない方は、農業委員会委員選挙

ることができますのでご利用く
ださい。
▼入札日

平成 23 年１月 11 日（火）

※時間は申込物件により異なり
ます。

▼入札場所
▼問合せ

役場２階会議室

総務課総務管理係

☎ 492 － 2721

☎ 492 － 2749

◆大阪労働局からのお知
らせ
大阪労働局では、解雇、労働

○岬町に住所を有すること

監督署に設置の総合労働相談コ

満 20 歳以上の者

施しています。

○ 平 成 23 年 ３ 月 31 日 現 在 で

ーナーのほか、次の場所でも実

○次の①～③のいずれかに該当

▼アシストうめだ・労働なんで

①耕作面積が 10 アール以上の

▼開設時間 ９時～ 17 時（平日）

耕作業務を営む者

も相談室

大阪市北区梅田１－１－３

②①に規定する者の同居の親族

大阪駅前第３ビル 29 階

作に従事している者

※一部地域を除く大阪府内固

☎ 0120 － 939 － 009

又は配偶者で年間 60 日以上耕
③①に規定する一定面積以上の

定電話より通話可能。

農業生産法人の組合員又は社員

▼問合せ

農地について耕作の業務を営む
であって、年間 60 日以上の耕

※携帯電話、ＩＰ電話等不可
大阪労働局

☎ 06 － 6949 － 6050

大阪府内で適用される産業別最低賃金

特定︵産業別︶最低賃金

領・申込用紙をダウンロードす

産業振興課

ます。労働局、府内各労働基準

総務課総務管理係

※岬町ホームページからも、要

▼申請・問合せ

▼要件

▼申請書類等配付場所

日曜を除く。）

１月７日（金）

条件等の労働相談を実施してい

総務課総務管理係

午後５時。
（ただし、期間中の土・

▼申請期限

で投票することはできません。

▼受付場所

午前９時～正午、午後１時～

員会が認めた者

挙人名簿の作成のため、登録申

する者

宅地

作業務に従事していると農業委

最低賃金の件名

時間額

発行年月日

大阪府最低賃金

779 円

平成 22 年 10 月 15 日

塗料製造業
機械・金属製品製造
関連産業
電気機械器具製造関
連産業
鉄鋼業

850 円

非鉄金属製造関連産業
自動車・同附属品製
造業
自動車小売業
各種商品小売業

832 円

平成 22 年 10 月 31 日

811 円
846 円
803 円
829 円
818 円
779 円

平成 22 年 11 月 30 日

平成 22 年 10 月 15 日

（大阪府最低賃金額）

詳しくは、大阪労働局労働基準部賃金課または最寄りの労働基準

監督署にお問い合わせください。
▼問合せ

大阪労働局労働基準部賃金課

☎ 06 － 6949 － 6502

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

その他

◆農業委員会委員選挙人
名簿の登録申請について

10

年

金

◆納め忘れはありませんか？
20 歳以上 60 歳未満の自営業

者や学生、フリーター、無職の
人など、国民年金第１号被保険
者のみなさん、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、日本年金

機構からお送りしている「納付

ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ お知らせ

役場へのお問い合わせは直通電話へ

書」により、各金融機関やコン
ビニエンスストアなどで納める
ことができます。

保険料の納め忘れがあると、

老後の支えとなる老齢基礎年金
の年金額が少なくなったり、受

けられなくなることがあります。
また、国民年金加入中のケガや
病気が原因で障害の状態になっ
たときの障害基礎年金や、加入
者が亡くなり、遺族（子のある
妻、子）が残されたときの遺族
基礎年金が受けられなくなるこ
ともありますので、納め忘れが

ないか、今一度ご確認ください。
▼問合せ

貝塚年金事務所

☎ 431 － 1122

福

（地下鉄谷町線「谷町六丁目」

下車⑥番出口徒歩５分）
▼内容

第一部

アトラクション（新

成人を囲んでの懇談会など）
▼参加費

◆平成 23 年大阪ろうあ
者成人式
大阪府内在住の新たに成人と

なったろうあ者の方を招待し

て、先輩ろうあ者から社会人に
なったことへの激励と祝福を贈
ります。多数ご来場ください。

▼日時 平成 23 年１月９日
（日）
▼場所

☎ 484 － 0007

携室

地域医療連

〒 598 － 8577

泉佐野市りんくう往来北２－ 23

無料

▼申込方法

泉南市樽井１－２－５

○市立泉佐野病院

式典

第二部

〒 590 － 0521

FAX480 － 2280

電話またはＦＡＸ

で下記へお申込みください。そ

☎ 469 － 3111
FAX

469 － 7931

の際、氏名・住所・生年月日・
ＦＡＸ番号が必要です。
▼主催

社団法人

大阪聴力障害者協

会・大阪市聴言障害者協会
▼申込・問合せ

社団法人

阪聴力障害者協会事務局
☎ 06 － 6761 － 1394

大

西川

FAX 06 － 6768 － 3833

◆第１回南泉州公開健康講座
「明日の健康を考える」
▼日時 平成23年１月15日
（土）
午後２時～４時

▼場所 あいぴあ泉南 大会議室
泉南市樽井１－８－ 47
☎ 485 － 0707

先着 200 名
（申込不要、

入場料無料）

▼テーマ・講師

○「平成の養生話～循環器病予防
講師

葭川 明義先生（医療

法人野上病院

循環器科部長）

○「あなたが主役！～泉州地域
での糖尿病のとりくみ～」
講師

大野 昭先生（市立泉

佐野病院 診療局長兼内科部長）
○「心臓病と言われたら」
講師

佐野病院
▼問合せ

高齢福祉
◆大阪府高齢者大学校受
講生募集
楽しい友、
仲間たちをつくり、

より豊かな人生を過ごすための
講座です。詳細はお問い合わせ
ください。
▼学科

歴史学科、美術創造科、アウ

トドア科、音楽を楽しむ科など
▼開講期間

平成 23 年４月～平成 24 年３月

▼開講場所

アネックスパル法円坂（大阪

市教育会館）

のための食生活と運動について～」

午後１時～午後４時

11

大阪市中央区谷町５－４－ 13

▼定員

祉

相談室

大阪府谷町福祉センター

松江 一先生（市立泉

心臓血管外科部長）

○医療法人野上病院

地域医療

（最寄駅ＪＲ「森之宮」駅、地
下鉄「谷町４丁目」駅）

▼受講申込 １月 15 日（土）まで

※必着、応募者多数の場合抽選
▼受講料

５万円
（教材費他は別途必要）

▼問合せ

NPO 法人大阪府高齢者大学校

〒 540-0006

大阪市中央区法円坂１－１－ 35
☎ 06 － 6360 － 4400
FAX

06 － 6360 － 4500

E メール

okd_office@rouge.plala.or.jp

税

償却資産の申告について
「償却資産」とは、 会社や個人等で工場や商店などの事業を

★町府民税 第４期分
納期限

12 月 27 日（月）

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、12 月 27 日
（月）
です。

▼問合せ

税務課

納税係

☎ 492 － 2765

◆「税収確保重点月間」
大阪府からのお知らせです。

大阪府では、12 月を「税収

確保重点月間」と定め、府内の
市町村と連携し、滞納者に対す
る徹底した催告や財産の差し押
さえなどを行い、納期内に納税
された方との税の公平性を確保
します。
▼問合せ

大阪府泉南府税事務所整理課

☎ 439 － 3601（内線 258）

営んでいる方が、その事業のために使用する構築物 ･ 機械 ･ 工
具 ･ 機器・備品などのことをいい、固定資産税が課税されます。
「事業のために使用する」とは、所有者がその償却資産を自
己の営む事業のために使用する場合だけでなく、事業として他
人に貸し付ける場合も含みます。
▼償却資産の一例
○アパート経営の場合
○農業・漁業の場合
○飲食店の場合

舗装、看板など
トラクター、漁船など

テーブル、椅子、厨房用品、カラオケ、レジ

スターなど
○小売店の場合 陳列台、自動販売機、冷蔵庫、金庫、看板など
○工場の場合

旋盤等機械、受電設備など

○サービス業の場合
○医院の場合

理容、美容器具、ゲーム機など

医療機器、パソコンなど

○建設業の場合

大型特殊自動車、その他建設設備など

▼償却資産の申告
毎年１月１日現在で償却資産を所有されている方は、地方税
法第 383 条により申告が義務付けられています。
償却資産は減価償却の対象であり、税務署への確定申告によ
り損金または必要経費として処理されます。
一方、町に対しては、税務署に申告した減価償却の対象とな
る資産の取得価格と基本的には同額を償却資産として申告する
必要があります。申告期限内に忘れずに申告してください。
１月 31 日（月）

▼申告期限
▼申告先

税務課課税係

☎ 492 − 2757

ほのぼのクラブ
●ＩＮ

保健センター

▼とき 12 月 15 日（水）
○絵本とおはなしを楽しむ会
午前 10 時 30 分～正午

人 の 動 き
平成 22 年 11 月１日現在

世帯数 ７，８４３ （− ６）
人 口 １８，０４８人（−２３）
男
８，４９１人（−１０）
女
９，５５７人（ー１３）

▼問合せ
保健センター
☎ 492 － 2424

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

◆ 12 月の納税
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各 種 相 談
相談業務名

役場へのお問い合わせは直通電話へ

日時等

場所・予約・問合せ

◆法律相談（予約制）

12 月８日（水）
・22 日（水）
午後２時〜５時（定員６名）

役場監査委員室
企画政策課 ☎ 492 − 2775

◆行政相談

12 月 21 日（火）
午前 10 時〜正午

役場相談室
企画政策課

◆障がい者相談

ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ お知らせ

※くわしくはお問い合わせください。

◆介護相談

☎ 492 − 2775

■役場相談室（要予約）
■役場相談室
12 月 17 日（金）午後１時 30 分〜３時 地域福祉課 ☎ 492 − 2700
■「まつのき園」相談室
■「まつのき園」相談室
平日８時 45 分〜 17 時
☎ 471 − 6863 ／ FAX471 − 6868
※来所・訪問・電話・ＦＡＸ・メー メールアドレス
ル等で対応。なお、
緊急の電話対応は、
satsuki-matsunoki@car.ocn.ne.jp
相談員が 24 時間対応。
■「まつのき園」出張相談
■「まつのき園」出張相談（要予約） 役場相談室
12 月 22 日（水）午後１時 30 分〜４時 地域福祉課 ☎ 492 − 2700
■岬町地域包括支援センター
■岬町地域包括支援センター
土日祝日以外
高齢福祉課 ☎ 492 − 2716
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
年中無休・24 時間体制
☎ 494 − 0789

◆進路選択支援相談

月〜金曜日（祝日は除く）
午前９時〜午後５時 30 分

学校教育課

◆教育相談

12 月３日（金）
・17 日（金）
午後１時 30 分〜３時

指導課 ☎ 492 − 2719
※なお、就学相談は随時受付

◆消費者相談

12 月 10 日（金）
午後１時〜４時

役場監査委員室
産業振興課☎ 492 − 2749
■役場監査委員室
人権推進課 ☎ 492 − 2773

◆人権相談

■役場監査委員室
12 月７日（火）
・21 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

☎ 492 − 2719

■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

◆総合生活相談

月〜金曜日（祝日は除く）の
午前９時〜午後５時

文化センター

◆地域就労支援相談

月〜金曜日（祝日は除く）の
午前９時〜午後５時

地域就労支援センター ☎ 492 − 0341

月〜金曜日（祝日は除く）の

◆障害者就労・生活相談 午前９時〜午後５時

☎ 492 − 0304

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

12 月 20 日（月）
午後１時〜２時

岬町立保健センター ☎ 492 − 2424

◆育児相談

月〜金曜日（祝日は除く）の
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

月〜金曜日（祝日は除く）の
午前 10 時〜午後４時 30 分

こぐま園 ☎ 492 － 1131

12 月 21 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。 企画政策課 ☎ 492 － 2775
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岬中学校ラグビー部＆ OB

岬中ラグビー部３年生、北林佑介くん・本田

晋太朗くんの２名が、2010 年度大阪府中学校選抜
ラグビーチームの一員として選ばれ、去る７月に行われた関西大会で優勝し
ました。特に本田くんはチームキャプテンとしてチームのまとめ役を果たし、
北林くんはゲームメーカーとして大きく貢献しました。その活躍が評価され、
今年末の 12 月 29 日から 31 日に行われる「第 16 回全国ジュニア・ラグビー
フットボール大会」の代表メンバー 22 名にも選ばれています。

また、岬中学校ラグビー部ＯＢも東西の有名大学１部リーグで大活躍中です。
さらに、来年の春から、ＯＢの四至本
侑城くん、茂野洸気くんらがプロの
四至本侑城くん（副主将） ラガーマンとして登場します。

相手をタックルする本田選手

○関西リーグ
同志社大学４年生
大阪体育大学４年生
３年生

○関東リーグ
法政大学４年生
拓殖大学４年生

関東学院大学４年生
東海大学２年生
大東文化大学２年生

山本健太くん（主将）
雑賀正一郎くん

近藤乙輝くん
茂野洸気くん（主将）

谷野智紀くん（副主将）
阪本圭輔くん
茂野海人くん

年末の全国高校ラグビー大会
にもＯＢが出場予定です。

岬から
熱い応援
お願いします！

コンバージョンキック
を決めた北林選手

子どもの健康と環境に関する
全国調査（エコチル調査）にご協力を！
環境省による「子どもの健康と環境に関す
る全国調査（エコチル調査）
」が始まります。
これは、妊娠中からの化学物質をはじめとす
るさまざまな要因が、子どもに及ぼす影響を
調査するもので、全国 10 万人の子どもを対
象として約 15 年間の予定で実施される、日
本で初めての大規模調査です。
平成 23 年８月以降に出産予定の妊婦さん
を対象として平成 23 年１月末から登録が始
まります。
該当する方には、医療機関が妊婦さんにご
協力のお願いをします。
「エコチル調査」へ
のご理解とご協力をお願いします。
▼「子どもの健康と環境に関する全国調査」ホームページ http://www.env.go.jp/chemi/ceh/index.html
▼問合せ 大阪府立母子保健総合医療センター 企画調査部エコチル調査室 ☎ 0725 － 56 － 3723
この紙は再生紙を
利用しています。
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