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表紙の写真：キャンドル物語 2012「輝く未来へ」
８月 25 日、淡輪ときめきビーチで「キャンドル
物語 2012」が開催されました。
午後６時、有志の方々が砂浜に描いたキャンドル
アートに火が灯されると、キャンドルの光と夕陽が
混じり合い、夕暮れ時ならではのコントラストが生
まれます。やがて太陽が海に沈むと、本当なら真っ
暗になってしまう砂浜がキャンドルの柔らかい灯り
に彩られ、幻想的な雰囲気に…。
アートの中で「はい、チーズ」
。ちょっぴり遅く
までお外にいられるのが嬉しい子どもたちでした。
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なくそう！部落差別調査
～ 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～

「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、個人及び土地に関する事項の調査にあたって、部落差別を引き起こすおそれのある
調査、報告等の行為を規制しています。

○差別につながる個人調査や土地調査の依頼はしない
○依頼があっても調査報告はしない

▼問合せ

人権推進課

☎ 492 ‐ 2773
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イベント・催し情報

月３日までの日程は
カ レ ン ダ ー︵ ２ ペ ー ジ ︶
に掲載してい ま す

記念演奏発表会

月のイ ベ ン ト

第５回

箏の調べ 心への響き

☎ ︲３９０１
※第 回﹁田尻名所と堅井
古戦場跡﹂は 月 日 に
開催する予定です︒
▼問合せ 産業振興課
☎ ︲２７４９
（日）

▼とき
月 日
正午〜 時 ※荒天中止
▼開催場所 御堂筋︵淀屋
橋から新橋まで約 キロメ
ートル︶
※オープニングイベントは
淀屋橋付近を予定
▼問合せ
御堂筋ｋａｐｐｏ実行委
員会︵大阪府府民文化部都
市魅力創造局都市魅力課︶
☎ ︲６２１０︲９３０４

御堂筋ｋａｐｐｏ
２０１２

11

深日漁港ふれあい
フェスタ

みでお知らせします︒
▼主催
深 日 漁 業 組 合・
岬町商工会
▼問合せ 岬町商工会
☎ ︲３３１１

岬自然散策会
〜但馬和田山・国史跡
竹田城跡に立つ〜
月 日
▼とき
▼行き先 和田山山城の郷
〜竹田城跡〜道の駅﹁但馬
のまほろば﹂
▼集合場所
○岬町役場前 午前７時 分
○みさき公園前
午前７時 分
○セブンイレブン岬町淡輪
中店前
午前７時 分
※岬町へは 時頃帰着予定︒
▼参加費 ３０００円
※一般参加者は保険代とし
て別途 円が必要︒
▼服装
帽子・長袖・長ズボン
▼持ち物 水筒・弁当など
月 日 までに
▼申込
お申し込みください︒
※次回は 月 日 を予定
しています︒
▼申込
尾和 ☎ ︲１３０５
高木 ☎ ︲３３０７

童謡をうたう会

▼とき
月 日
午後２時〜
▼ところ ピアッツァ５
▼指導 辻井 敏子先生
▼費用 ５００円
▼申込・問合せ
まちづくり住民会議
勝野 ☎ ︲４６３３
28

月のイベント
第２回

﹁来て見て体験
村野浄水場﹂

〜水とふれ水を知り
水に学ぼう〜
月 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︶
※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
運行しています︒
▼内容 浄水場の見学︑水
づくり体験︑企業団の紹介︑
吹奏楽部による演奏︑参加
企業によるアトラクション
︵ヨーヨー釣りや木工教室
など︶
︑白バイ・ミニパトカ
ー・ミニ消防車の展示など
※無料プレゼント配布あり︒
※アンケート回答者には企
業団からのプレゼントがあ
ります︒
▼問合せ 村野浄水場
☎ ︲ ︲５２６６
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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。
▼とき
11 月 10 日（土） 12 時 30 分～
▼ところ 岬中学校
▼問合せ
教育委員会指導課 ☎ 492 ‐ 2719
生涯学習課
☎ 492 ‐ 2715

（土）

（土） （土）

5 458

492

▼日時
月 日
時〜 時
▼場所 ふれあい深日漁港
▼ 内 容 事 業 所・各 種 団 体
出店︑
Ｂ級ぐるめ︑
抽選会︵午
前・午 後 の ２ 回 実 施 ︶
︑キ
ッズダンス︑よさこい踊り
※詳細は後日の新聞折り込

平成 24（2012）年 10 月号

3

20

11

ふれあい教育フェスタ

492

27

24

11

岬町地域教育協議会すこやかネット

10

18

492492

10

300

11

25

（日）

1.9

15（日）

▼とき
月 日
午前 時開演
※午前 時 分開場
▼ところ 和歌山市民会館
市民ホール
▼参加費 無料
▼主催 邦楽サウンド
﹁和弦﹂
▼後援 岬町文化協会
▼問合せ
辻 ☎ ︲６３３９

30

第４回南泉州歴史
街道リレーウォーク

（日）

14

21

（祝）

﹁蟻通神社と顕如上人伝説
を辿 る﹂
月 日
▼とき
▼集合場所・集合時間
ＪＲ東佐野駅
午前９時 分
▼解散場所・解散時間
ＪＲ長滝駅 午後３時
▼申込み 泉佐野観光ボラ
ンティア協会
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ビーチバレー女子選手権大会

2012 夏の思い出

（8 月 23 〜 26 日）

今年も暑い熱い夏でした…。

優勝の田中・溝江ペア

関西ビーチサッカーリーグ 2012
10 月 14 日が最終節、28 日に交流戦があります。

大阪オープンビーチテニス大会
（8 月４日）

大阪で初めて開催された
ビーチテニス公式戦！

ビーチバレーボール大阪オープン

キャンドル物語 2012

（8 月 25 〜 26 日）

（８月２５日）

手、
ーの西堀選
ビーチバレ
加
点火式に参
浦田選手も

ときめきビーチフェスタ 2012
（8 月 19 日）

ときめきビーチフェスタ
今年は 10 周年記念。こんなに大勢の方が参加されました。
平成 24 年（2012 年）10 月号
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寄附ありがとうございました！
おかげをもちまして、全日本ビーチバレー女子選手権大会をはじめ、海水浴場イベントなど、盛況のう

ちに終えることができました。みなさまのあたたかいご支援、ご協力を賜り、心よりお礼申し上げます。

岬“ゆめ・みらい”応援寄附（大阪マリンフェスティバル）協賛団体一覧 （順不動敬称略）
○（有）玉置建設
○（株）中尾建築事務所
○南大阪コンサルタント（株）
○タケハラ文具店
○（株）中山綜合コンサルタント
○岬印刷
○（有）岬造園土木
○坂下印刷所
○佐伯工業（株）
○（株）池田泉州銀行 岬町支店
○サプライズ シオザキ
○大東陽
○丸進食品（株）
○（株）和田商店
○三井建築設計事務所
○フジ地中情報（株）大阪支店
○かねしん蒲鉾
○深日漁業協同組合
○新栄電気（株）
○芳山建設㈱
○（株）共生
○（有）北風電機商会
○岬環境開発
○（株）岬水道商会
○（株）紀陽銀行 岬支店

○（株）森組
○（株）舞工業
○岬町商工会
○円成工業
○（株）創都設計
○岡本土木
○岬エルピーガス協同組合
○（有）南造園
○第一環境㈱
○西田製パン所
○土井清掃
○淡輪地区酒販店
○泉佐野泉南歯科医師会
○（有）阪南防災
○（株）松建興業
○（株）安藤工務店
○（有）岬環美興産
○ドライビングスクールみさき
○門自動車
○（株）TRUST
○淡輪漁業協同組合
○（株）栗本鐵工所
淡輪研修センター
○中尾設計事務所
○（株）ナカジマ

○水 ing （株） 大阪支店
○岬町旅館組合
○淡輪観光協会
○（株）ウエムラ
○小畑商店
○宮川工業（株）
○植音造園
○（株）青木松風庵
○岬建設業ミドルクラブ
○（株）日電商会 和歌山支店
○（有）ファイナンシャル・
プロ・スタッフ
○（株）壇建築計画事務所
○大阪泉州農業協同組合
多奈川支店
○本川生花店
○谷川漁業協同組合
○寿司よし
○（株）日立システムズ
○ＮＥＣフィールディング（株）
○岬カントリー倶楽部
○大新東（株） 大阪支店
○小島漁業協同組合
○南海電気鉄道（株）

▼まちづくり戦略室

◆８月の主な活動
３日
７日
８日
13 日
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大阪府町村議長会議員セミナー
議会運営委員会
全員協議会
決算審査
農業委員会
泉州南ブロック消防広域化に向けての調整
会議

平成 24 年（2012 年）10 月号

19 日
21 日
27 日
28 日

泉南地区支部消防総合訓練
例月監査
大阪府町村議長会定例総会
阪南岬消防組合議会定例会
議会運営委員会
全員協議会
和歌山市岬町第二阪和国道延伸連絡協議会

受賞おめでとうございます
大阪府体育連合功労者表彰

８月３日（金）アウィーナ大阪において、第 66

回大阪府総合体育大会総合開会式が開催されまし

た。開会式に先立って行われた式典では、大阪府体育連合功労者表彰が行われ、岬町体育協会副会
長の茂野眞知子氏が受賞されました。茂野氏は永きにわたり岬町体育協会役員として体育・スポー
ツの振興に寄与されています。今後の益々のご活躍とご発展をお祈りします。

▼生涯学習課

ご存知ですか ? 行政相談
行政相談委員は、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い、生活の改善のお手伝いをしています。

このたび、日頃の相談活動の功績が認められ、岬町の笠間委員に大阪府行政相談協議会から功労表

彰が、岡本委員に近畿管区行政評価局長から感謝状が贈呈されました。
また、今月は 10 月 15 日から 21 日まで「行政相談強化週間」が実施

されます。第３火曜日の定例相談のほか、次のとおり特設相談を実施

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。

◆特設行政相談
▼とき

10 月 20 日（土） 午前 10 時〜正午

▼ところ

ショッピングセンター

笠間幹子

☎ 494 − 3205

▼岬町の行政相談委員

岡本委子

俳 句

竹内みよ子

澄子

松尾美津子

三倉

南出佐代子

︵ＪＡ泉州女性会岬支部︶

サイン

熱い湯を容れてほしやと夫の秋

紫陽花に埋もれ八十路の

恙なく旅終へし日の落とし文

百歳の詩集ひる寝の友として

八十田正代

史子

笹百合や木の間を透かす水平線

恥じらいを生姜染まりて思い出す 岩田

芳枝

坂原嘉代子

佐藤美根子

亀谷

梅雨豪雨高速一路でらちもなし

猛暑日や熱中症のことばかり

藤椅子に人生の午後風啜る

夕焼けや鴨川沿いにコンチキチン ばもととしお

V

ピノオークワ岬店２階
☎ 492 ‐ 5232

文化協会ご紹介 ポーセリンアート
文化協会では、押し花と一緒にポーセリンアート教室

を開催しています。白い食器にシールを貼り、専用の窯
で焼きつけます。日常に使用できるセレブな食器を作り

ませんか？プレゼントにもいいですよ。
受講料は無料で、
材料費は 1000 円から簡単に出来ます。押し花は 65 歳
以上の方は受講料無料です。お気軽にいつでもいらして
下さい。

▼活動日程
▼場所

毎月第１、第３木曜日

▼問合せ

ピアッツァ５
鈴村

園芸美術室

10：00 ～ 15：00

☎ 080 ‐ 1406 ‐ 7375
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深日小学校ＰＴＡ主催

廃品回収

って、たくさんの廃品を集めることができました。深く

全日本ビーチバレー
女子選手権大会

ちのために活用させていただきます。また、次のとおり

田中姿子、溝江明香組が連覇達成！

の朝、深日地区各集積場所へ出して下さい。みなさまの

○２位

金田洋世・村上めぐみ組

▼とき

○４位

尾崎

前回の廃品回収では、みなさまの多大なるご協力によ

（８月 23 日～ 26 日）

感謝いたします。この廃品回収で得た収益金は子どもた
第２回廃品回収を行います。ご協力いただける方は当日
ご協力をお願いします。

10 月 21 日（日） 午前８時～ 10 時（雨天決行）

○３位

▼問合せ

☎ 492 － 2051

図書だより

アップル館からお知らせ
読書の秋です。親子で読書を楽しみましょう！秋を
感じる絵本を展示しています。ぜひお越しください。
▼わらべうたで遊ぼう！ 10 月 13 日（土）
○午後 3 時～ 3 時 30 分 乳児（0 ～ 1 才）対象
○午後 3 時 30 分～ 4 時 みんなで遊ぼう！
▼定例おはなし会 10 月 27 日（土） 午後３時～
▼昔遊び 毎週水曜日
※淡輪公民館図書室、大阪府立中央図書館へのリク
エストを受け付けていますのでご利用ください。
▼問合せ ☎・FAX 492 － 6050
（午後 1 時～ 5 時開館、月曜・火曜休館）

☆寿フォーエバー
著：山本
☆日本を捨てた男たち
著：水谷
☆春から夏、やがて冬
著：歌野
☆よろず御探し請負い候 著：浅野
☆尾木ママの共感子育てアドバイス
著：尾木

幸久
竹秀
晶午
里沙子
直樹

※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。

六十路坂積荷降ろして悠々と

淋しさは返して呉れぬひとり言

菜園の虫との戦い本気出し

思いやり従う子等のいじらしさ

ミズクラゲ原発めざしデモ行進

孫の目に涙の雫言いなりに

好きだよと苦労の種をまいた人

ストレスも湯舟に抜けるひとり言

提燈も吾も風にゆれ盆踊り

清い海汚し不安な日々の食

別れ道そこから長い立ち話

日まわりも暑さ堪えかね頭下げ

盆休みあとも代休取らぬ母

細川

福田

福田

中谷

辻下

黒上

菊池

岸本

大平

小川

大森

清一

澄恵

冨美

覚庵

和美

茂平

峻史

寛

令子

洋子

悦子

年子

池下恵美子

稲原

智子

星野富美子

デジカメも不思議の中に入れておく 高橋

夫婦仲熱さ寒さも入り交じる

北條

和香

︵岬川柳会︶

夏の朝セミの泣き声目覚ましに

松尾

範子

川 柳

ひとり旅作句嬉しくなる不思議

村岡

治

約束の指輪きっとと五才孫

桜琴

圭子

吉川

貞夫

八木

渡辺

平成 24 年（2012 年）10 月号

本の紹介

人間味溢れる人にあこがれる

ファイトと声かけ起きる今朝の床

反省の涙を許している涙

理事会は味方ばかりの顔揃う
八十田洞庵

7

歩組

▼大阪マリンフェスティバル実行委員会

最終集積場所は岬町役場です。

深日小学校

睦・草野

ご声援ありがとうございました。

▼回収物 新聞紙・ボロ（古着）
・段ボール・雑誌・アルミ缶
▼注意事項

浦田聖子・西堀健実組
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緊急消防援助隊は阪神淡
路大震災の犠牲を教訓にし
て︑全国の消防機関による
消防応援を迅速・円滑に実

施するため平成７年度に発
足されました︒緊急消防援
助隊は国内で発生した地
震・津波等の大規模災害時
における人命救助活動等を
目的としており︑阪南岬消
防組合も平成７年度から緊
急消防援助隊に登録してい
ます︒
消防組合が現場で活動し
やすくするために︑消防庁
から緊急消防援助隊の使用
資機材として︑平成 年４
月に放射線防護資機材︑平
成 年７月にエアーテント
一式をいただきました︒
▼問合せ
阪南岬消防組合消防本部
☎ ︲０１１９

10 月 28 日（日）
、関西空港の 2 期空港
島に日本初の本格的 LCC 専用施設である
「第 2 ターミナルビル」がオープンします。
第 2 ターミナルビルには、総合免税店・
飲食店・物販店などが充実しています。ま
た、関空初の出店店舗、自然光を採り入れ
た出発到着ロビーや、大きなガラス面と中
庭を設けた明るい搭乗待合室など、深夜・
早朝便をご利用のお客様でもくつろいでい
ただけるようになっております。飛行機代
は安く済ませて、その分ホテル・食事・シ
ョッピングを優雅にお楽しみください！

～みんなで力を合わせて安全・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。
○ひったくり等、街頭犯罪の被害の防止
○子どもと女性を対象とする犯罪の被害の防止
○空き巣等住宅を対象とする侵入窃盗の被害の防止
【スローガン】
きいつけやー あんたのことやで そのバッグ
守ろうよ 子どもと安全 まちぐるみ
振り向いて あなたの後ろに 迫る影
油断せず 鍵かけ声かけ 心がけ
▼問合せ 泉南警察署 ☎ 471 ‐ 1234

「第 2 ターミナルビル」
オープン！
全国地域安全運動
10 月 11 日（木）～ 20 日（土）

関空NEWS
泉南警察署からのお知らせ

24
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１１９

岬消防署

月９日は
﹁ 番の日﹂

近 く の 人 に 住 所 を 聞 く か︑
周囲の目標物などをゆっく
りと伝えて下さい︒
○あなたの氏名・電話番号
の正確な伝達
内容を聴取中に電話が切
れ て し ま っ た と き︑ 再 度︑
消防署から電話をかけ直す
場合があります︒
▼一般加入回線の利用
１１９番は火災・救急・
救 助 専 用 の 緊 急 回 線 で す︒
病院の問い合わせ等でこの
番号を利用すると回線が使
用できなくなり︑緊急で通
報される方の電話が繋がら
ないという状況が起こるの
で︑お控えください︒
１分１秒でも早く到着で
きるよう︑以上の点につい
て︑ご協力をお願いします︒
▼火災に関する情報
☎ ︲ ︲００１９
▼病院照会
☎ ︲ ︲０１１９
492

緊急消防援助隊に資機
材が導入されました

072

１
１1199

﹁ １ １ ９ 番 の 日 ﹂ は︑ 消
防の仕事や１１９番につい
て理解を深め︑防火防災意
識 の 高 揚 を 図 る と と も に︑
消防がより地域に密着でき
るよう︑１９８７年︵昭和
年︶に制定されました︒
■消防署からのお願い
消防車や救急車が少しで
も早く災害現場等に到着で
きるようになるにはみなさ
んのご協力が必要です︒
▼的確な通報
災害現場等に遭遇する
と︑気が動転して正しい通
報ができない場合がありま
す︒落ち着いて次のポイン
トに注意して通信員の問い
に答えて下さい︒
○火災・救急・救助を区別
﹁火災です﹂﹁救急です﹂﹁救
助です﹂とはっきり言う︒
○場所・住所の正確な伝達
場 所 が わ か ら な い 場 合︑
072

ダイヤル
11
62

23
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平成 24 年（2012 年）10 月号

健

康

事業名

ス

ケ

ジ

ュ

ー

ル

対象・定員等

日時・受付
その他
11 月７ 日 （水）
●大腸がん検診・肝炎ウイルス検査
11 月 14 日（水）
以外は予約が必要です。
11 月 18 日（日）
●各種がん検診は有料ですが、生
妊婦とその家族（要予約） 11 月 21 日（水）
両親教室
午 後 １ 時 ～ ３ 時（ ３ 活保護世帯、もしくは 70 歳以上
回目のみ午前 10 時～ の方は無料になります。くわし
11 時 30 分）
くはお問い合わせください。
●特定健診
●「保健師健康相談」、
「乳幼児育
国保加入者で 40 歳～ 74
児健康相談」は「各種相談」の
歳の方、または満 40 歳以上
ページ（15 ページ）に掲載して
特定健診
の生活保護世帯の方
います。
国保若年特別健診 ●国保若年特別健診
●毎月 10 日までの健康スケジュ
S48.４.１以降に生まれた方
後期高齢者健診
ールは前月号に掲載しています。
結核肺がん検診 で満 15 歳以上の国保加入者 10 月 21 日（日）
くわしくは「平成 24 年度健康づ
午前９時 30 分
●後期高齢者健診
肝炎ウイルス検査 後期高齢者医療の対象者
～ 11 時 30 分 くり日程表」でお知らせしてい
骨粗しょう症検診 ●肝炎ウイルス検査
ますので、1 年間大切に保管して
満 40 歳以上（初回に限る）
健康づくりにお役立てください。
歯科健診
●骨粗しょう症検診
大腸がん検診
満 40 歳以上（要予約）
●歯科健診 満 15 歳以上
●大腸がん検診 満 40 歳以上
月 21 日（日）
満 40 歳以上の方（要予約） 10
胃がん検診
午前９時 30 分～ 11 時

毒キノコによる
食中毒にご注意！！
野山に出かける機会の多い季節です

個別予防接種のお知らせ

９月１日から「生ポリオワクチン」から「不

が、キノコ狩り等で食中毒を防ぐために

活化ポリオワクチン」に切り替わりました。

○確実に鑑定された食用キノコ以外は絶

▼対象

○自分勝手に鑑定しない

住民登録をし、生ポリオワクチンを２回服用し

以下の３つのことにご注意下さい。
対に食べない

○見慣れないキノコは絶
対に食べない

毒キノコは山中だけで

▼実施期間

平成 24 年９月 1 日から通年

生後３か月～７歳６か月までの方で、岬町に
ていない方（生ポリオワクチンを２回接種され
た方は不活性化ポリオワクチンを接種する必要
はありません）

なく身近な場所に生えて

▼接種費用

無料

食べて死亡した事例もありました。素人

機関等について、詳し

ので、絶対にやめてください。

▼ホームページ

いることもあります。府内で毒キノコを

※接種方法、指定医療

判断によるキノコの摂取は大変危険です

くは岬町ホームページをご覧ください。

▼問合せ

大阪府泉佐野保健所生活衛生

室食品衛生課

9

不活化ポリオワクチン

☎ 072 － 464 － 9688

平成 24 年（2012 年）10 月号

http://www.town.misaki.osaka.jp/
▼問合せ

保健センター ☎ 492 ‐ 2424

平成 25 年度

保育所入所児童募集
▼各保育所の募集概要 下の表に記載
▼受付期間 10 月 15 日（月）～ 26 日（金）
９時～ 17 時 ※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。
○現在入所中の児童が進級する場合も、確認書の
提出が必要です。
○入所申込みは必ず締切日までに手続きしてくだ
さい。

※０歳児は、平成 25 年４月１日現
在、６か月を過ぎている乳児が対象
淡輪保育所
160 名 ☎ 494 － 3567 です。それ以降に６か月に達する乳
０歳児～就学前（５歳児）まで
深日保育所
90 名 ☎ 492 － 4955 児の入所についてはお問い合わせく
多奈川保育所
１歳児～就学前まで
60 名 ☎ 495 － 5030 ださい。
保育所名

対象年齢

定員数

電話番号

▼問合せ

淡輪保育所

☎４９４－３５６７

親子交流・仲間づくりの場

◆幼児教室

ＩＮ

▼とき

▼問合せ

10 月 19 日（金）10：00 ～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 17 日（水）はお休みです。
◆園庭遊び

☎ 492 ‐ 2709

ほのぼのクラブ

地域の子育て応援します！
▼問合せ

子育て支援課

望海坂第一集会所

▼時間

保健センター

☎ 492 − 2424

午前 10 時 30 分～ 11 時 30 分

▼わらべ唄遊び・絵本等の紹介
10 月 24 日（水）
▼参加費
４月以降平成 25
年の３月までの間に

１家族につき１回の
園庭遊び・子育て相談（身体計測あり） み 300 円 を ご 負 担
10 月 24 日（水） 10：00 ～ 11：00 ください。以降は無

▼内容
▼とき

※雨天中止
▼ところ

料です。

淡輪・深日・多奈川各保育所

▼持ち物 着替え・帽子・お茶・タオル
平成 24 年（2012 年）10 月号

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

▼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
○災害復旧にあたっていること

10

みさきウィッシュ講座
講座名

日時

クラフト（第３回）

内容

参加者募集！

材料費

申込期間

持参品

10 月 23 日（火）～
11 月 13 日（火） パンダちゃんの
ハサミ
600 円
11 月６日（火）
10：00 ～正午 クリスマスアレンジ

※申込期間中、役場受付横に見本を展示しています。
▼ところ

岬町文化センタ－

▼材料費

当日徴収

▼定員

12 名

※ 先着順です！定員になり次第締め切ります。

※申込期間終了後のキャンセルは材料費を頂きますのでご了承下さい。
▼一時保育

無料（先着 10 名（満１歳 ～ 就学前）
）

役場へのお問い合わせは直通電話へ

※保育申込みには子どもの名前（ふりがな）
・性別・生年月日が必要です。
▼協力

人権推進課パートナースタッフ、なんかやり隊みさき小町、 岬町事業所人権問題連絡会

▼申込方法

電話、FAX または E メールでお申し込みください。

※参加申込みには氏名・住所・電話番号が必要です。

※申込により収集した個人情報は、みさきウィッシュ講座参加者の確認以外には使用しません。
▼申込・問合せ

人権推進課

☎ 492 － 2773（ 9 時～ 17 時 30 分）

FAX 492 － 5814（人権推進課あて）

E － mail

jinken2@town.osaka-misaki.lg.jp

10 月から障害者虐待防止法が施行されます
虐待は障がい者の尊厳を傷つける許されない行為です。障がい者の自立や社会参加を進めるために

も虐待を防止することが大変重要です。こうしたことから、
「障害者虐待の防止、障害者の養護者に

ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ お知らせ

対する支援等に関する法律」
（障害者虐待防止法）が本年 10 月 1 日から施行されます。この法律に

基づき、岬町では、窓口を設け、養護者（※）
、福祉施設等及び雇用先での虐待についての相談・対
応などを行います。

■こんな行為が虐待です～虐待をしている側、障がい者本人の自覚は問いません～
虐待の区分
身体的虐待
性的虐待

定義
身体に傷や痛みを負わせる暴行を加えたり、正当な理由なく身動きがとれない状
態にすること。
わいせつなことをしたり、させること。

侮辱したり、拒絶したりするような言葉や態度で、精神的な苦痛を与えること。
心理的虐待
放棄・放任
食事や排泄、入浴、洗濯など身辺の世話や介助をほとんどせず、障がい者の心身
（ネグレクト） を衰弱させること。
本人の同意なしに（あるいはだますなどして）財産や年金、賃金を使ったり勝手
経済的虐待
に運用したり、本人が希望する金銭の使用を理由なく制限すること。
虐待を見かけたら通報をお願いします！ ～相談 ・ 対応の窓口です～
▼問合せ
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※障がい者の介護・世話をする家族、親族、同居人など

地域福祉課

☎ 492 ‐ 2700

平成 24 年（2012 年）10 月号

岸和田保健所主催、泉佐野保

健所共催で犬のしつけ方教室を
開催します。

①講演と犬のしつけ方デモンス
トレーション（無料）

犬を飼う場合のルール、犬の

しつけ方、犬の健康管理などを
学びます。
▼とき

▼記載事項

参加日（11 月 29 日）
、郵便

番号、住所、氏名（フリガナ）
、
年齢、電話番号、質問事項

※応募者の個人情報は、当委員
会が責任をもって管理します。
▼主催 大阪府金融広報委員会
▼後援

大阪府、金融広報中央委員会

▼申込・問合せ

10 月 13 日（土）

午後１時 30 分～４時 30 分

▼ところ

岸和田市立福祉総合センター

※申込不要。当日先着 160 名

※犬を連れての入場はできませ

ん。車での来場はご遠慮くださ
い。

日本銀行大阪支店内大阪府金

融広報委員会事務局

☎ 06 ‐ 6206 ‐ 7748

FAX 06 ‐ 6233 ‐ 6080

◆行政書士無料相談会

分け、各グループ１時間の実技

▼ところ

受講した方対象。

▼主催

▼日時

11 月 10 日（土）
・17 日（土）
10 時～ 16 時

▼場所

賃金」
の金額が改正されました。
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

800 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
○詳しくは、

大阪労働局労働基準部賃金課

10 月 21 日（日）

午前 10 時～午後４時

泉の森ホール

☎ 06 ‐ 6949 ‐ 6502

または最寄りの労働基準監督署へ

泉佐野市市場東１ ‐ 295 ‐ １
大阪府行政書士会泉州支部

▼問合せ

☎ 463 ‐ 2793

岸和田保健所

※定員は犬 40 頭（抽選）

※ 申 し 込 み 方 法 は 10 月 13 日
受講時に説明します。
▼問合せ

岸和田保健所

▼演題 「騙す方が 悪 い の か、
騙される方が悪いのか」
▼とき

弁護士

菊池幸夫

11 月 29 日（木）

氏

14 時～ 15 時 30 分

▼ところ

大阪商工会議所７階

国際会議ホール

府民一般（定員 400 名）

▼参加料

無料

障害者の法定雇用率が引き上げられます
上の割合で障害者を雇用する義務があります。この法廷雇用率

◆金融・経済講演会のご案内

▼講師

平成 25 年４月１日から

障害者雇用率制度により、すべての事業主には法定雇用率以

☎ 422 ‐ 5681

▼対象

９月 30 日から「大阪府最低

定められています。

▼とき

講習を行います。①の講演会を

〒 530‐8660

大阪市北区中之島２‐１‐45

②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

大阪府最低賃金改正

▼申込方法 はがきまたは FAX

は平成 25 年４月１日から次のように変わります。

今回の変更に伴い、障害者を雇用しなければならない事業主

の範囲が従業員 56 人以上から 50 人以上に変わります。
事業主区分
民間企業
国、地方公共団体等
都道府県等の
教育委員会

法定雇用率
現行
改正後
１. ８％
２. ０％
２. １％

２. ３％

２. ０％

２. ２％

障害者雇用のための各種助成金等の支援制度については、

まずはハローワークへお問い合わせください。
▼問合せ

ハローワーク泉佐野

☎ 463 ‐ 0565
平成 24 年（2012 年）10 月号

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

◆犬と楽しくつきあう講座
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子育て支援

▼問合せ

住民生活課 ☎ 492 － 2714

◆第７回岬町立子育て支援センター
「みどりっこまつり」
▼とき

※受付は午後０時 30 分～

※雨天決行・警報発令時は中止。
▼ところ

子育て支援センター

（保護者同伴でお越しください）
▼駐車場 緑ヶ丘青少年運動広場

ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ お知らせ

役場へのお問い合わせは直通電話へ

▼内容 「教円太鼓」
、
「野菜シ

スターズ」、「あそびのコーナ
ー」、「手作りバッグ製作」
、
「保
育所手作りおやつ試食」
、
「保育

所給食のレシピ紹介」
、
「模擬
店」、「手作りパン・クッキーの
販売」、「おもちゃの病院」他
▼問合せ

子育て支援センター

☎ 492 ‐ 1350

募

集

その他

置する府内の高等学校、特別支
援学校及び高等専門学校の生徒
が制作した作品の展示発表や小

◆肝炎・肝がん講演会の
ご案内
▼日時

11 月１日（木）

▼内容

岸和田保健所２階講堂

○講演「肝炎・肝がんの正しい
知識と最新の治療について」
○講師

市立岸和田市民病院消

化器内科医長
▼対象

▼申込方法
▼申込期限

○深日墓地（５区画。旧火葬場

▼とき

○ 10 月 21 日（日）

午前 10 時～午後３時

▼ところ
オ

ー

ク

ＯＲＣ 200（大阪市港区弁天

１丁目２番４号
※最寄駅

地下鉄中央線、ＪＲ

環状線「弁天町」
）
▼問合せ

電話

10 月 25 日（木）

▼申込・問合せ

大阪府教育委員会高等学校課
☎ 06 ‐ 6941 ‐ 0351

（内線 3467）

泉佐野保健所企画調整課

☎ 462 ‐ 7702

農海産物直売所建設に伴う

出荷者の募集

▼募集区画

○淡輪墓地（４区画）

田中裕一医師

府民

物、
進路相談などを実施します。

午後１時～４時 30 分

※受付は 13 時 30 分～
▼場所

中学生を対象にした各種催し

○ 10 月 20 日（土）

14 時～ 17 時

◆淡輪墓地・深日墓地
使用者募集

国土交通省が第二阪和国道淡輪ランプ付近に「道の駅」を

横の階段を上がったところ）

整備することになりました。

されている世帯で、現在淡輪・

しており、町内のさまざまな農産物の販売に協力してくださ

※将来の墓地を確保する目的で

調査を行った後、出荷条件等を設定し、その条件を満たして

▼対象世帯

岬町に住民登録を

深日墓地を使用していない世帯
の申込みはご遠慮願います。
▼受付期間

10 月 1 日（月）～ 31 日（水）

※郵送不可。申込み多数の場合

岬町はこの道の駅に農海産物直売所を併設する計画を予定

る方を募集することになりました。応募された方々を対象に
いただくと直売所に出荷していただける対象者となります。
農作物の出荷にご協力してくださる方は少しの量でも構い

ませんので、お気軽にご応募ください。

なお、出荷開始予定は平成 27 年度です。

は抽選になります。

※申込用紙は、産業振興課に備付けのほか、岬町ホームペー

れたご親族の火葬許可証または

▼問合せ

▼必要書類

住民票、亡くなら

火葬証明書の写し
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職業学科及びその系列等を設

10 月 27 日（土）

午後 1 時～４時

◆第 20 回大阪府産業教
育フェア

平成 24 年（2012 年）10 月号

ジからもダウンロードできます。
産業振興課

☎ 492 ‐ 2749

手段です。

http://www.e-tax.nta.go.jp

▼国税庁ホームページ

◆１0 月の納税
■町府民税 （第３期分）
納期

10 月 31 日 ( 水）

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。
▼問合せ

税務課

☎ 492 － 2765

福

▼ e-Tax ホームページ

納税係

http://www.nta.go.jp

◆高齢者インフルエンザ
予防接種が始まります

泉佐野税務署 ☎ 462 ‐ 3471

▼期間 10 月 15 日～ 12 月末日

▼問合せ

年

■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、インターネットを

利用して自宅やオフィスあるい
は税理士事務所などから手続が

できるシステムです。e-Tax を利
用すれば、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・届出等の手続きができます。
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！

ダイレクト納付は、事前に税

務署に届出をしておけば、e-Tax
を利用して電子申告等をした

後、届出をした預貯金口座から
簡単な操作で即時又は期日を指
定して納付ができる新たな納付

金

平成 24 年９月１日現在

町内医療機関、その他

※指定医療機関外での接種をご
希望の方は、事前に保健センタ

◆ねんきんネットサービ
スがはじまりました

ーまでお問い合わせください。
▼対象

65 歳以上で岬町に住

民登録をされている方、60 歳

～ 64 歳で心臓・腎臓・呼吸器・

ネットで年金の加入記録や未加

免疫機能等に重度障害のある方

録を、いつでも加入者ご自身で確

※住民税非課税世帯の方への無

役場保険年金課の窓口でも

センターで発行します。必要書

入期間、未納期間などの新しい記

▼接種費用

認いただけるサービスです。

料助成証は 10 月１日から保健

「ねんきんネット」による加入

記録の交付が可能となりまし

して申請にお越しください。
▼持参物

▼対象となる方

▼問合せ

難しい方はご利用ください。

国民年金・厚生年金などの加

1,000 円

類（保険証、委任状等）を持参

た。ご自宅でパソコンの利用が

健康保険証、健康手帳

保健センター

☎ 492 ‐ 2424

入者及び受給者。ただし、老齢

年金や通算老齢年金の受給者や

共済年金の方は利用できません。
▼窓口での利用の際に必要なもの

◆献血

～ 400ml 献血にご協力を～

○身分証明書（顔写真つきのも

▼とき

は２種類以上必要です。
）

▼ところ

のわかるもの

歳～ 69 歳、女性 18 歳～ 69 歳

の。顔写真のない証明書の場合
○年金手帳などの基礎年金番号

▼問合せ

保険年金課

10 月 23 日（火）

10 時～正午、13 時～ 16 時

▼対象

岬町役場

400ml 献 血 は 男 性 17

（65 歳以上の方は 60 ～ 64 歳の

○印鑑（みとめ印）

間に献血経験のある方のみ。）

☎ 492 － 2705
前月比

人 の 動 き

▼場所

指定医療機関（予約制）

「ねんきんネット」は、インター

◆泉佐税務署からお知らせ

祉

世帯数 ７，８２１ （＋１１）
人 口 １７，４６９人（－１２）
男
８，２１３人 （ー ６）
女
９，２５６人 （－ ６）

※輸血の安全性を高めるため、
現在 400ml 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。

▼協力 岬エイフボランタリーネ
ットワーク・岬町自治区長連合会
▼問合せ

保健センター

☎ 492 ‐ 2424

平成 24 年（2012 年）10 月号

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

税
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各 種 相 談
相談業務名

◆乳幼児育児健康相談

11 月５日（月） 午前 10 時～正午 岬町立保健センター ☎ 492 − 2424

◆障がい者相談

役場へのお問い合わせは直通電話へ

場所・予約・問合せ

◆保健師健康相談

◆行政相談

ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ お知らせ

日時等

10 月 10 日（水）
・24 日（水）
役場住民活動センター
午後２時〜５時（定員６名）
まちづくり戦略室 ☎ 492 − 2775
10 月 16 日（火）
役場相談室
午前 10 時〜正午
まちづくり戦略室 ☎ 492 − 2775
■役場相談室
■役場相談室（要予約）
10 月 19 日（金）
地域福祉課 ☎ 492 − 2700
午後１時 30 分〜３時
■「まつのき園」相談室
■「まつのき園」相談室
☎ 471 − 6863 ／ FAX471 − 6868
平日８時 45 分〜 17 時
メールアドレス
※来所・訪問・電話・ＦＡＸ・メー
soudan@helenkeller.jp
ル等で対応。なお、
緊急の電話対応は、
■「まつのき園」
出張相談
相談員が 24 時間対応。
■「まつのき園」出張相談（要予約） 役場相談室
10 月24 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
月～金曜日（祝日は除く）
学校教育課・指導課 ☎ 492 − 2719
午後１時 30 分〜３時
10 月 12 日（金）
役場監査委員室
午後１時〜４時
産業振興課 ☎ 492 − 2749
■役場監査委員室
■役場監査委員室
10 月２日（火）
・16 日（火）
人権推進課 ☎ 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）
月・火・木曜日（祝日は除く）の
☎ 492 − 3270
午前９時〜午後５時
■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）
水・金曜日（祝日は除く）の
☎ 494 − 1508
午前９時〜午後５時
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
月〜金曜日（祝日は除く）の
地域就労支援センター ☎ 492 − 0341
午前９時〜午後５時
月〜金曜日（祝日は除く）の
NPO 法人障害者自立支援センター
午前９時〜午後５時
☎ 463 − 7867 ／ FAX463 − 7890
月〜金曜日（祝日は除く）の
岬町立保健センター ☎ 492 − 2424
午前９時〜午後５時 30 分

◆法律相談（予約制）
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※くわしくはお問い合わせください。

◆介護相談
◆教育に関する相談
◆消費者相談

◆人権相談

◆総合生活相談
◆地域就労支援相談
◆障がい者就労・生活相談

10 月 18 日（木）午前 10 時～正午

◆心の健康相談（要予約）11 月６日（火）午前 10 時～正午

岬町立保健センター ☎ 492 − 2424

◆育児相談

子育て支援センター ☎ 492 － 1350

月〜金曜日（祝日は除く）の
午前 10 時〜午後４時 30 分
月〜金曜日（祝日は除く）の
◆療育相談
午前 10 時〜午後４時 30 分
10 月 16 日（火）午後１時〜４時
◆相続・遺言相談（予約制）※行政書士による相談を行います。
平成 24 年（2012 年）10 月号

こぐま園 ☎ 492 － 1131
岬町立保健センター
まちづくり戦略室 ☎ 492 − 2775

第 28 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～

親子で走るマラソンはいかがですか？体力に自信のある方はこの機会に一度チャレンジしてみ
てください。なお、一般の部 10000 ｍの男女優勝者には、平成 26 年２月に開催される第 21
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。
▼参加費（保険料含む）
○小学生 300 円

▼とき

○中学生･高校生 500 円

▼開会式

○大学生･一般・ファミリー 700 円

午前９時（予定）

▼競技開始

※申込み時に参加費をお支払い下さい。キャ

▼コース

ンセルについては返金できません。

９時 30 分（予定）
せんなん里海公園内

▼競技種目（すべて男女別）

▼対象 泉南地区（岸和田市以南）に在住・在勤・

○小学生１〜３年生

在学の方。※小学生以上対象。重複出場は不可。
▼申込期間

12 月 16 日（日）

2000 ｍ

○小学生４・５・６年生

10 月 24 日
（水）
〜 11 月２日
（金）

3000 ｍ

○中学生・高校生・大学生・一般

９時〜 17 時 ※月曜日除く。

○高校生・大学生・一般

▼申込場所 岬町青少年センター内

5000 ｍ

10000 ｍ

○ファミリー 2000 ｍ（小学１〜３年生と

生涯学習課
（昨年と受付場所が変わっています）

父親の部 ･ 母親の部。祖父母も可）

※申込期間以降の受付は行いませんので期間
内に必ずお申し込みください。
※申込書は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時に泉州地域に警報が発令されている場合は、中止します。
▼主催 泉南地域生涯スポーツ推進協議会
▼後援 泉南地域５市３町教育委員会
▼問合せ

生涯学習課

▼主管 みさきファミリーマラソン実行委員会

▼協力 （財）大阪府公園協会

☎ 492 ‐ 2715

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。

広報岬だより平成 24 年 10 月号

岬町教育委員会
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