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表紙の写真：岬町総合防災訓練

８月３日（土）
、岬町単独では初めての総合防災
訓練が行われました。
当日、消防隊員は、土嚢で堤防を築きあげたり、
家屋や車両に閉じ込められた人を救助したり、けが
人に応急処置を施す訓練を披露しました。
また、一般参加の方々は、バケツリレーの練習や
地震の揺れや火災の煙を模擬体験する装置で災害時
にどう行動するべきかを考える訓練を体験しました。
災害時に自分の身を守るためには、日頃からの訓
練・心がけが大切です。９月には 880 万人訓練も
実施されます。いざというとき、どう行動するべき
か、普段から考えるようにしましょう。

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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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。
※（

１

８

日

２

月

火

乳幼児育児健康
相談（８月号）

人権相談、福祉な
んでも相談（15）

アピ生歴

淡ア歴

９

10

アピ生歴

淡ア歴

16

17

カニカニウォッチ
ング、岬町健康長
寿まつり（８月号）

15

３

）内の数字は掲載ページまたは掲載号

敬老の日

淡ア生歴

23

ア

秋分の日

淡ア生歴

29

30

ア

アピ生歴

みさき野鳥の会
（３）
岬町長選挙投票日
（岬だより特集号）

５

木

６

金

７

12

13

14

18

19

20

21

24

25

26

27

28

淡アピ生歴

アピ

１

２

障がい者出張相
談、福祉なんで
も相談（15）
幼児教室（９）

淡アピ生歴
法律相談、福祉な
んでも相談（15）
出張ほのぼのク
ラブ（８）

土

おとこの健康道場 泉州南広域消防
（14）本部第１回救急
フェア（５）

11

心の健康相談
法律相談、福祉な
（８月号）んでも相談（15）
出張ほのぼのク
ラブ（８）

歌謡発表会（３） 森林浴＆ビオト 行政相談、人権
ープハイキング、 相談、相続・遺
バウムクーヘン 言相談（15）
教室、エネルギ
ー実験教室（４）

22

４

水

消費者相談（15）わらべうたで遊
元気１番！健康 ぼう（６）
スイッチ教室
（８）

元気１番！健康 障がい者相談
（15）青白く光るウミ
スイッチ教室
（８）絵本の学校（６） ホタルの観察会
元気１番！健康 （８月号）
スイッチ教室
（８）
おとこの健康道場
（14）
ア
ア
ア
BCG（８）

アピ

岬自然散策会
（３）

アピ

３

４

ア

５

発達クリニック
（８）
おとこの健康道場
（14）

※ピアッツァ５は、24 日から 27 日まで館内メンテナンスのため休館です。
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イベント・催し情報

▼集合場所・時間
淡輪駅 午前９時 分
※時間厳守
▼講師 日本野鳥の会大阪
研究部 中村進先生
▼持ち物 弁当︑手袋︑軽
装︑筆記用具︑雨具︑双眼
鏡︵お持ちの方︶
▼参加費
○会員 １００円
○一般 ２００円︵保険料
含む︶
▼その他
当日会員の受付もします︒
雨天の場合は孝子小学校に
て室内例会を行います︒
▼年会費
○本会員
１０００円
○家族会員 １５００円
○準会員
５００円
▼主催 みさき野鳥の会
▼後援 岬町文化協会
▼問合せ
中谷 ☎ ︲１６６２

16 日

中日本府県議長会長会議

※日程は都合により変更されることが

９月３日（火）～ 20 日（金）

大阪広域水道企業団議会議員全員協議会

25 日

府議員団深日港視察に伴う意見交換会

24 日

あります。

みさき夕涼み会

◆次回の定例会の予定

道州制と町村議会に関する研究会

23 日

和歌山市議会二国表敬訪問

大阪府都市計画審議会

31 日

泉州南消防組合議会全員協議会

全国町村議長会理事会

都道府県会長会・例月監査

22 日

和歌山市岬町第二阪和国道延伸連絡協議会

決算審査

29 日

18 日

○深日港駅前
月 日までの日程は
午前９時 分
カレンダー ２
( ペ ー ジ ) ▼行き先 園地駐車場〜休
に掲載しています
暇村紀州加太〜深山砲台跡
群〜展望台︵昼食︶〜大川
峠〜小島バス停
９月のイベ ン ト
※往路は観光バス
※復路はループバス︵別所
の台まで︶
第 回 歌謡発表会
※歩行時間約３時間︵約７
▼とき ９月 日
㎞︶の行程です︒
円︵ バ ス 代 ︶
午後 時開演
▼参加費
▼ところ 淡輪公民館
※一般参加者は別途保険代
円が必要です
▼出演
▼ 服 装 長 袖︑ 長 ズ ボ ン︑
淡輪長生会︑歌謡愛好会
※ 初 心 に 帰 っ て 唄 い ま す︒ 帽子
▼持ち物 弁当︑水筒︑ス
みなさん︑ぜひ観に来て下
トック・軍手・その他︵あ
さい︒
れば小型懐中電灯︶
▼主催 岬町歌謡愛好会
▼申込 ９月 日 まで
▼共催 淡輪長生会
▼申込先
▼後援 岬町文化協会
尾和 ☎ ︲１３０５
▼問合せ 辻
高木 ☎ ︲３３０７
☎ ︲７８８１︲００８２
※次回は 月 日 多奈川
観音崎〜古湊方面を予定し
ています︒
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第二阪和道路建設促進期成同盟会委員会

決議書提出
近畿ブロック町村議長会会議

大阪府後期高齢者療広域連合会全員協議会

深日港活性化特別委員会

多奈川第二発電所再稼働等に関する要望

９日

農業委員会

17 日

第 回 特別行事
みさき野鳥の会

（日）

決算審査

岬町人権協会総会

10 日

12 日

300

20

〜青少年の森でタカの渡り
を観察しよう！〜
▼とき ９月 日
※小雨決行
29

26 日
１日

３日

（土）

（土）
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岬自然散策会

〜深山の戦跡めぐりと大川
峠〜
▼とき ９月 日
▼集合場所・時間
○セブンイレブン岬町淡輪
中店前
午前９時
○みさき公園前
午前９時 分
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1（日）

（土）
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７月の議会の主な活動

いきいきパークみさき（多奈川地区多目的公園）で

エコイベント開催 ! !

▼とき

９月 16 日（祝）

“ いきいきパークみさき ” で自然、環境に親しむイベントが開催されます。みなさま、ぜひご参加く
ださい。

◆森林浴＆ビオトープハイキング
（南海電気鉄道株式会社グリーンパートナー協定関連イベント）
孝子から “ いきいきパークみさき ” を経由して深日港、みさき公園までのハイキング。いき
いきパークみさきではエネルギー実験教室やビオトープでの自然観察にご参加いただけます。
▼集合場所・集合時間 孝子小学校 10 時から 10 時 30 分
※荒天中止
▼コース
孝子小学校～横手～いきいきパークみさきビオトープ～深日港駅～みさき公園駅
※全行程約 15 キロ（健脚向き） ※深日港駅まで約 11 キロ（一般向き）
▼その他 事前申込み不要、参加費無料
▼問合せ 南海テレホンセンター ☎ 06 ‐ 6643 ‐ 1005

◆バウムクーヘン教室
いきいきパークみさきに進出される株式会社青木松風庵のご協力で、本当の木のように
年輪を重ねて焼き上げます。
みんなで一緒においしいバウムクーヘンを焼き上げましょう。
▼イベント時間 11 時～ 13 時
※雨天中止
▼場所 いきいきパークみさき多目的広場 ※送迎あり
▼募集人数 100 名（大人を含むご家族・グループ単位でお申込み下さい。
）
※応募者多数の場合、先着順となります。
※参加費無料
▼申込方法 往復はがき、電子メール、またはファックスで、住所、氏名
（参加者全員）
、電話番号、交通手段（電車・車）を明記して下さい。
▼申込先
○往復はがき 〒 599 ‐ 0392（住所不要） 岬町まちづくり戦略室あて
○電子メール yuuchi@town.osaka-misaki.lg.jp
○ FAX 492 ‐ 5814
▼申込期限 ９月 10 日（火）必着
▼問合せ まちづくり戦略室 ☎ 492 ‐ 2730

◆エネルギー実験教室（おおさかスマートエネルギーセンター）
エネルギーについて楽しく学んで、エネルギー博士になろう！
▼イベント時間 11 時～ 14 時
※雨天中止
▼場所 いきいきパークみさき多目的広場 ※現地集合
▼内容 電気の実験、エネルギー相談コーナーの開設など
▼その他 事前申込み不要、参加費無料
▼問合せ まちづくり戦略室 ☎ 492 ‐ 2730
※ 11 時～ 15 時まで展望施設からメガソーラー発電所（岬太陽光発電所、シャ
ープ多奈川太陽光発電所）をご覧いただくことができます。
※現地への公共交通機関はありませんので、各自で現地にお越しください。
平成 25（2013）年９月号
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個別乳がん検診が始まります！
▼対象 満 40 歳以上の方
※平成 24 年４月１日以降に岬町が実施する乳が
ん検診を受診された方は除く
▼持物 健康手帳、健康保険証
▼費用
○ 40 歳代 1,000 円 ○ 50 歳以上 500 円
※ただし、生活保護世帯もしくは、70 歳以上の
方は無料です。
▼検査内容 視触診・マンモグラフィ（40 歳代
は２方向撮影・50 歳以上は１方向撮影）
▼受診期間 平成 25 年９月～平成 26 年３月の
医療機関の検診日
医療機関名
市立貝塚病院
貝塚市堀 3 － 10 － 20

予約先
☎ 438-5533（専用回線）
平日９時～ 17 時

９月から下記の医療機関で岬
町個別乳がん検診が受診できる
ようになりました。受診を希望
される方は、必ず事前にご予約
ください。

検診日
撮影日：月火木金の午後
視触診：土（午前中）

▼ご注意
○受診希望日の１か月前から予約可能です。３月は予約が大変込み合いますので、早めの受診をお勧
めします。
○撮影日と視触診日をわけ、結果は郵送とさせていただきます。
○授乳中の方、豊胸手術をされた方は受診できません。自覚症状（乳房のしこり・痛み・乳首からの
分泌液がある等）がある方は、一般の診察をお勧めします。
▼問合せ 保健センター ☎ 492 ‐ 2424

ダイヤル

１
１1199

泉州南広域消防本部第１回救急フェア開催！

～ Peach 客室乗務員を１日救急隊長に招へい～
救急業務及び救急医療に対する国民の正しい理解と認識を深めるとともに、救急医
療関係者の意識の高揚を図ることを目的に、昭和 57 年以降、毎年９月９日は「救急の
日」
、救急の日を含む一週間（平成 25 年度は９月８日～９月 14 日）は「救急医療週間」
岬消防署
と定められており、日本全国で救急に関するさまざまな取り組みが実施されています。
泉州南広域消防本部では、救急医療週間に先立ち、本年４月１日の広域消防発足後
最初の救急フェアを開催します。
▼日時 ９月７日（土） 午後１時～午後３時
▼場所 泉佐野市下瓦屋二丁目２番 77 号 ショッパーズモール泉佐野
▼内容 １日救急隊長として関空就航の航空会社 Peach（Peach Aviation 株式会社）客室
乗務員を迎え、応急手当を交えたトークのほか、一般の来場者を対象とした心肺蘇生法体
験コーナー、血圧測定及び救急質問コーナー等を設け、地域の皆さんに救急業務につい
て正しく理解、認識していただくこと、及び応急手当の普及啓発を目的として開催します。
▼問合せ
○泉州南広域消防本部警備課 ☎ 469 ‐ 0119
FAX 460 ‐ 2119
○岬消防署 予防係
☎ 492 ‐ 0119
FAX 492 ‐ 2237
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いきいきパークみさき（多奈川地区多目的公園）に
メガソーラー発電所が完成しました
株式会社ユーラスエナジー岬が ” いきいきパークみさき ” で整備を進めていた大規模太陽光発電

所（メガソーラー）の岬太陽光発電所が完成いたしました。

岬太陽光発電所は出力 10 メガワット（１万キロワット）の太陽光発電所で一般家庭約 3,900 世

帯の使用電力量に相当する発電が行われます。

いきいきパークみさきでは、シャープ多奈川太陽光発電所（約 2.7 メガワット）の操業も行われ

ており、大阪府内でも有数のメガソーラー集積地と
なっています。

※９月 16 日（祝）の午前 11 時から午後３時まで
の間、展望施設からメガソーラー発電所（岬太陽光
発電所、シャープ多奈川太陽光発電所）をご覧いた
だくことができます。現地への公共交通機関はあり
ませんので、各自で現地にお越しください。

Welcome Erica !

▼まちづくり戦略室

企業誘致担当

～ようこそ エリカ～

小中学校の外国語指導助手として、エリカ・ワード（Erica Ward）さ
んが来られました。町内に在住し、岬中学校や各小学校で英語指導にあた
ります。
エリカさんは、NHK 朝の連続テレビ小説「あまちゃん」のロケ地であ
る岩手県久慈市で３年間、小中学校の英語指導をされ、日本文化の勉強も
されています。子どもたちが、エリカさんとの触れ合いを通じて外国文化
を学び、コミュニケーション能力を向上させることが期待されます。
▼指導課

アップル館からお知らせ
▼わらべうたで遊ぼう！
○乳幼児（０〜１歳）対象
９月 14 日（土） 午後３時〜３時 30 分
▼「絵本の学校」
（保育あり）
９月 20 日（金） 午前 10 時 10 分〜 11 時 50 分
※蔵書の整理点検のため 19 日（木）〜 29 日（日）まで臨時
休館いたします。
※ 10 月１日（火）から開館日を一部変更いたします。
○現行 水・木・金・土・日曜日１時〜５時開館（月・火曜日休み）
○変更点 第１・３火曜日のみ午前 10 時〜午後１時開館します。
○第１・３・５日曜日は休館になります。
▼問合せ ☎・FAX 492 ‐ 6050
※午後１時〜５時開館
※月曜・火曜休館

図書だより
☆蘭稜王の恋 著者 平岩
☆橘花抄
著者 葉室
☆私の中の男の子
著者 山崎
☆マイマイとナイナイ
作者 皆川
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。

本の紹介
弓枝
麟
ナオコーラ
博子
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おめでとうございます
７月９日、小島漁業協同組合において、大阪府水難救済会理事である小島漁業協同組合組合長

の山原學さん、谷川漁業協同組合理事の齊藤博さんに対し、大阪海上保安監部長から感謝状が贈
呈されました。
水難救済会とは、海で遭難した方々の救

助等を行うボランティア団体で、所属され
ている救助員は出動要請があれば救助活動
に参加します。お二人は岬地区救難所に所

属、平成 18 年から７年に渡り大阪府水難
救済会の理事を務められ、水難救護に貢献
されています。

海浜事故防止教室

▼まちづくり戦略室

企画地域再生担当

～海猿、来たる！！～

海や川での水難事故は、例年７月～８月に集中して発生しています。そこで、多奈川小学校では、

夏休みを前に児童の海浜事故を防止するため、関西空港海上保安航空基地所属の機動救難士、いわゆ
る『海猿』の方々に来ていただき、安全教室を行いました。機動救難士はヘリコプターで海上の事故
現場に向かい救助する専門チームで、当日は体育館２階からロープで降下するパフォーマンスも見せ
てくださいました。その後、海でおぼれた時に助ける具体的

な方法や海での危険な生き物について教えていただきまし
た。おぼれた人を見つけた時には、まず大きな声で周囲に知
らせ、決して水中へ入って助けに行かないことが大切である
ことや、ペットボトル・釣りざお等、身近な物が助ける用具
になることを知りました。大切な命を守るための貴重な学習
の機会となりました。

▼指導課

泉州南広域消防本部救助隊が全国消防救助大会へ出場！
泉州南広域消防本部は、７月 26 日（金）兵庫県三木市で開催された第 42 回消防救助技術近畿地

区指導会において、
「ほふく救出」という救助技術の部門において、大阪府下第１位となり、８月 22
日に広島県で開催された全国消防救助大会へ出場しました。

この指導会は、大阪府下及び兵庫県下の 54 消防本部から救助隊員 959 名が参加し、住民の安全・安心

の実現のため、救助技術を競い合い、技術の向上を図ることを目的とし
て毎年開催されているもので、激戦を制して出場が決定したものです。

「ほふく救出」は、３人一組（要救助者を含む。
）で行い、１人が空

気呼吸器を着装して長さ８ｍの煙道を検索し、要救助者を屋外に救出
した後、２人で安全な場所まで搬送する、ビルや地下街などで煙に巻
かれた人を救出するための訓練です。

▼泉州南広域消防本部
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平成 25（2013）年９月号

健
事業名

BCG
発達クリニック

康

ス
対象・定員等

ケ

ジ

ュ

ー

ル

日時・受付

生後３か月～ 12 か月に至る
９月 27 日（金）
までに１回接種（標準接種
午後２時～２時 30 分
期間 生後５か月～８か月）
10 月４日（金）
乳幼児（要予約）
午後１時 30 分～

その他
▼げんき１番！健康スイ
ッチ教室では、生活習慣
病予防が目的。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
▼肝炎ウイルス検査・歯
（フィットネスルーム）
おおむね 35 歳以上の方
科健診以外は予約が必要
９月 13 日（金）
・20 日（金）
げんき１番！
（新規参加者優先）
です。
午後１時～３時
健康スイッチ教室
（要予約 定員 20 名）
○栄養講座（会議室）
▼各種がん検診・骨粗し
９月 19 日（木）
ょう症検診については有
午後１時～２時 30 分
料ですが、生活保護世帯、
●特定健診
もしくは 70 歳以上の方は
国保加入者で 40 歳～ 74
無料になります。詳しく
歳の方、または満 40 歳以上
はお問い合わせください。
の生活保護世帯の方
特定健診
●国保若年特別健診
▼「保健師健康相談」
、
「心
国保若年特別健診
S49 ４.１以降に生まれた方
の健康相談」
、
「乳幼児育
後期高齢者健診
で満 15 歳以上の国保加入者
児健康相談」は「各種相談」
10 月６日（日）
結核肺がん検診
●後期高齢者健診
のページ（15 Ｐ）に掲載
午前９時 30 分～ 11 時 30 分
肝炎ウイルス検査
後期高齢者医療の対象者
しています。
骨粗しょう症検診
●結核肺がん検診
歯科健診
満 40 歳以上
▼毎月 10 日までの健康ス
●肝炎ウイルス検査
ケジュールは前月号に掲
満 40 歳以上（初回に限る）
載しています。くわしく
●歯科健診
は「平成 25 年度健康づく
満 15 歳以上
り日程表」でお知らせし
ていますので、1 年間大
10 月６日（日）
満 40 歳以上
大腸がん検診
午前９時 30 分～ 11 時 30 分 切に保管して健康づくり
にお役立てください。
10 月６日（日）
満 40 歳以上（要予約）
胃がん検診
午前９時 30 分～ 11 時

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

▼ふれあい遊び
９月 11 日（水） 午前 10 時 30 分～ 11 時 30 分
▼わらべ唄遊び・絵本等の紹介・栄養相談
９月 25 日（水） 午前 10 時 30 分～正午
▼育児相談

10 月９日（水） 午前 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。
平成 25（2013）年９月号
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ピンクリボン大阪 2013「女性がんの検診啓発」
◆乳がん・子宮頸がん委託検診（事前申し込み）
▼とき

10 月 27 日（日） 午前 10 時～正午（受付は 9 時 30 分～）

▼ところ
▼対象

りんくうエルガビル

○乳がん検診（触診＋マンモグラフィー（一方向）検診） 35 歳以上

▼定員

各 50 名（先着順）

▼費用

○乳がん検診

3,000 円

○子宮頸がん検診

○子宮頸がん検診 20 歳以上

2,000 円

※返信はがきと一緒に持参ください。おつりのいらないよう、ご協力をお願いいたします。
▼申込

９月１日（日）より順次受付。

ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ お知らせ

役場へのお問い合わせは直通電話へ

往復はがきに、お名前（ふりがな）
、郵便番号、ご住所、電話番号、年齢（西暦）
、①乳がん検診
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②子宮頸がん検診③両方の検診いずれかを明記の上、下記ピンクリボン大阪事務局検診係までお申
し込みください。
▼送付先・問合せ

〒 590 ‐ 0405

特定非営利活動法人

大阪府泉南郡熊取町大久保南４丁目４ ‐ 43

ピンクリボン大阪 「検診申し込み係」

☎ 090 ‐ 5463 ‐ 8954

FAX

453 ‐ 2099

◆検診啓発イベント
▼とき

10 月 20 日（日） 午前 11 時～午後５時 30 分

▼ところ
▼内容

りんくうタウン駅前イベント及びその周辺、関西空港駅コンコース「南の広場」

①イベント（吹奏楽、ハワイアンダンス、少年少女合唱団、踊るママ御殿、REMIX・Breakbeets、
医療系バンド、ハートフルホスピタル、高校生ダンス、二胡の演奏等）
②バザー

③ゆるキャラと一緒に検診啓発冊子の配布等

※午後５時から、シークル大観覧車のライトアップ、カウントダウン、よさこい踊りが行われます。
▼問合せ 特定非営利活動法人ピンクリボン大阪検診係

地域の子育て応援します！

◆幼児教室
▼とき

９月 18 日（水）

10 時 30 分～ 11 時 30 分

※雨天・警報発令時は中止です。

▼ところ 子育て支援センター
▼対象

１歳児～就学前児

▼持ち物

☎ 090 ‐ 5463 ‐ 8954

着替え・帽子・お茶・

タオル

平成 25（2013）年９月号

▼問合せ
深日保育所
☎４９２－４９５５

淡輪小学校

学校林 30 周年セレモニーを開催します！

◆「全国一斉！法務局休

日相談所（大阪法務局）」

▼とき

10 月６日（日）

午前 10 時～午後 5 時

地下鉄谷町線・中央線谷町四丁
目駅２番出口から東へ 150m
▼募集人数
▼申込開始

50 人程度

10 月２日（水）午前９時～

※受付は午後３時 30 分まで

▼申込方法

阪市中央区谷町２丁目１番 17 号）

の電話で３人まで予約可能）

▼ところ 大阪法務局本局（大
▼相談担当者

法務局職員・法テラス契約弁

護士・司法書士・土地家屋調査
士・公証人・人権擁護委員

▼予約受付 ９月 17 日（火）～

※なお、弁護士による相談は先
着 16 組の予約制です。
▼申込み・問合せ

大阪法務局民事行政調査官室
☎ 06 ‐ 6942 ‐ 9452

◆大阪家庭裁判所主催成
年後見制度説明会
～ご存じですか？成年後見制度～
▼開催日時

10 月 23 日（水）

▼開催場所

大阪家庭裁判所８

午後１時 30 分～午後４時

階大会議室（大阪市中央区大手
前４ ‐ １ ‐ 13）

事前電話による先着順（１回

▼申込先

相当額が報奨金として控除）
○分割納付

負担金を６分割し、
年２回（９

月・３月）
、３年間で各期ごと
に納付

▼問合せ

土木下水道課 ☎ 492 ‐ 2026

大阪家庭裁判所事務

局総務課広報係

☎ 06 ‐ 6943 ‐ 5692（直通）
午前９時～午後５時

◆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

オータムジャンボ宝くじ
オータムジャンボ宝くじの

賞金は、１等・前後賞合わせて
３億９千万円！

▼１等 ３億３千万円× 13 本
▼前後賞各 3000 万円× 26 本
▼発売期間

９ 月 20 日（ 金 ）

割納付を選択されている方は、今

～ 10 月 11 日（金）

れのないよう納期内納付をお願

▼支払期間

年度に郵送しましたが、紛失され

～平成 26 年 10 月 22 日（水）

▼納期

ちづくりに使

月が納期となっています。納め忘
いします。なお、納付書は賦課初

▼抽せん日

10 月 18 日（金）

平 成 25 年 10 月 23 日（ 水 ）

た場合などはご連絡ください。

※くじの収益金は各市町村のま

▼納付方法

われます。

９月 30 日（月）

○一括納付

※換金は早め

に全額納付（負担金額の 20％

さい。

賦課初年度の第 1 期納期限内

に行ってくだ

平成 25（2013）年９月号

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

淡輪小学校学校林の活動は「山の活動を通して自然に親しみ、
心豊かな子どもを育てよう」
という思いから昭和 58 年に始まり今年で 30 周年を迎えます。６年生が卒業記念として５
カ年計画で、合計 5900 本のひのきを植えました。そこで、植樹した卒業生のみなさん、す
くすくと育ったひのきをご覧になりませんか？そして学校林の活動を一緒にしませんか？
学校林に関わってくださる地域の方々に感謝し、今後も森林環境教育の充実を図っていきた
いと思います。
▼日時 10 月 19 日 ( 土 )
午前８時 30 分～午後２時 30 分
▼集合 淡輪小学校
▼服装 長袖、長ズボン、軍手、運動靴
※参加を希望する方（植樹した卒業生）は、
淡輪小学校までご連絡をください。
▼問合せ 淡輪小学校 ☎ 494 ‐ 3068 担当：教頭
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◆泉州南消防組合消防職
員採用試験
▼試験職種
▼採用人員
▼受検資格

消防職員
３名程度

昭和 63 年４月２日～平成８

年４月１日までに生まれた人
▼試験日及び場所（第１次）
○９月 22 日（日）

○泉州南広域消防本部

※第２次試験の日時及び場所に
ついては、第１次試験合格者へ

ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ お知らせ

役場へのお問い合わせは直通電話へ

後日連絡します。
▼申込書の配付

泉州南広域消防本部総務課及

び各消防署にて配布しています。
※ホームページからもダウンロ
ードできます。

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

▼申込方法

９月２日（月）～ 12 日（木）

までに泉州南広域消防本部総務
課へ持参または郵送。

※郵送の場合は、
９月 12 日
（木）

各日

19 時～

○９月６日（金）
、10 日（火）

阪南市（サラダホール（小ホ

ール）
）

○９月 12 日（木）
、13 日（金）
泉南市（イオンモールりんく

う泉南（2 階イオンホール）
）
○９月 19 日（木）
岬町（岬町立

淡輪公民館）

○９月 20 日（金）
岬町（岬町立

（会議室）
）

多奈川小学校

※受講の際は必ず
「講習カード」
を持参してください。

■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
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。
■「行方不明者を捜す特別相談
所」開設

家出人等の行方不明者を捜し

までの消印のあるものに限り有

ている方は、一度、特別相談所

▼問合せ・申込み

▼とき

効です。

泉州南広域消防本部総務課

〒 598 ‐ 0048

泉佐野市りん

くう往来北１ ‐ 20

にお越しください。

その他

寺一丁目 11 番 18 号 四天王寺境
内亀の池南側「がらん回廊北側」
▼問合せ

泉南警察署

◆全国一斉「子どもの人
権 110 番」強化週間
法務局の人権擁護機関では、

「子どもの人権 110 番」を設置

し、子どもをめぐる人権問題に
ついて相談を受けるなど、子ど
もの人権問題の解決に努めてお
りますが、今般強化週間を実施
します。

▼電話番号 子どもの人権 110 番
☎ 0120 － 007 ‐ 110

※相談は無料で、秘密は厳守し
ます。

▼実施期間

９月 30 日
（月）
～ 10 月４日
（金）

▼受付時間

午前８時 30 分～午後７時

▼相談内容

いじめ、不登校、体罰、児童

虐待など子どもの人権問題

９月 20 日（金）～ 26 日（木）
午前９時～午後５時 45 分

▼ところ 大阪市天王寺区四天王

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

「平成 25 年住宅・土地統計調査」にご理解を！
住宅、土地の保有状況や世帯の居住状況等の実態を調査し、

その現状と推移を明らかにするため、
「平成 25 年住宅・土地

◆泉南警察署からのお知
らせ

統計調査」を実施します。この調査は、５年

■秋の全国交通安全運動

統計調査員が訪問しますので、調査へのご理

▼期間

9 月 21 日（土）～ 30 日（月）

★安全運転講習会のお知らせ
各日

18 時 30 分～

平成 25（2013）年９月号

☎ 471 ‐ 1234

▼担当者

☎ 469 ‐ 0119、☎ 462 ‐ 1050

▼受付時間
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▼講習時間

ごとに実施するものです。調査対象となる地
区には、９月上旬から順次、知事が任命した
解・ご協力をお願いします。
▼問合せ

まちづくり戦略室
☎ 492 ‐ 2775

企画地域再生担当

ですか？

○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

▼申込み

る「絵画・手芸・工芸・陶器・

※最寄りの保健所で受付。なお、

しています。

９月２日
（月）
～10月31日
（木）

実父母の被爆者健康手帳の番号

談機関か医療
機関に相談し

▼締切

と受診申込者の印鑑が必要です。

11 月 23 日
（土・祝）
～ 24 日
（日）

本人に直接通知します。

▼費用

午前 10 時～午後５時 30 分

無料

▼場所

▼問合せ

道「泉ヶ丘」駅下車 200 ｍ

援護グループ

▼入場料

☎ 06 ‐ 6944 ‐ 9172（直通）

▼問合せ

携帯電話からさまざ
まな相談窓口にアク
セスできます。

集

FAX

06 ‐ 6942 ‐ 7215

※障がい者作品展への出展等に
ついては「共に生きる障がい者

展実行委員会事務局」
（社会福
祉法人大阪障害者自立支援協議

会）
までお問い合わせください。

障がい者の自立と社会参加の

☎ 06 ‐ 6775 ‐ 9115

促進を目的として「第 11 回共

FAX

に生きる障がい者展」を開催し

06 ‐ 6775 ‐ 9116

を始めとする様々な催しが同時

◆被爆二世健康診断

開催される『大阪の障がい者の

府内に在住する被爆二世で受

診を希望される方

〒 540 ‐ 8570

☎ 06 ‐ 6941 ‐ 0351（内線 2464）

ます。本展は「障がい者作品展」

▼対象者

無料

大阪府福祉部障がい福祉室

◆第 11 回
共に生きる障がい者展

ましょう。

国際障害者交流センタ

ー（ビッグ・アイ）泉北高速鉄

大阪府健康医療部保健医療室

医事看護課

10 月 24 日（木）

▼日時

▼実施日と健診場所

募

す。専門の相

写真・書」等数々の作品も募集

祭典』
です。ぜひご来場ください。
また、障がい者作品展では障

がい者が製作した展示・即売す

関空NEWS

駐車場予約サービスの運用開始
関西国際空港では、混雑時でもお客様が駐車場にスムーズに入庫できる「駐車場予約サービ

スの試験運用」を開始しました。このサービスにより、待たずにスムーズに駐車出来るように
なります。

予約出来る駐車場は、第１ターミナルビルに隣接する第１駐車

場 ( Ｐ１) の２階です。予約料金は駐車場料金とは別で１台あたり

500 円 ( 税込 )。KIX － ITM カード割引等の各種割引適用もありま

す。ご予約は、関西国際空港ＨＰよりＷＥＢ予約をして下さい。入
庫の際は、予約完了受付番号の入った受信票のコピー、あるいは受
信したメールが確認できる端末等をご持参のうえ、駐車してくださ
い。詳しくは、関西国際空港のホームページをご覧ください。
▼問合せ

関西空港案内

☎ 455 ‐ 2500

平成 25（2013）年９月号
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◆不眠が続くことはない

12

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 1,700 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。

■自死遺族相談（予約制）

日曜日午後 10 時

くされた方のために、来所相談

○受付時間

金曜日午後１時～

○電話番号

☎ 06 ‐ 6260 ‐ 4343

▼こころの救急箱
○受付時間

月曜日午後８時～

火曜日午前３時
○電話番号

☎ 06 ‐ 6942 ‐ 9090

■フリーダイヤルの電話相談
▼「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

大切な人を自死（自殺）で亡

を実施しています。

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。
○受付時間

平日

午前９時～午後５時 45 分

○予約・問合せ

大阪府こころの健康総合セン

ター

☎ 06 ‐ 6691 ‐ 2811（代表）

☎ 0120 ‐ 738 ‐ 556

■借金の返済に困ったら

▼大阪府再チャレンジ支援プラ
ザ（お金の悩み相談室）
○受付時間

平日

午前９時～午後６時

■こころの健康相談統一ダイヤル
○電話番号

○電話番号

☎ 06 ‐ 6210 ‐ 9512

☎ 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
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 25（2013）年９月号

９月 24 日～ 30 日は「結核予防週間」です
～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

税

平成 25 年度

無理なく体幹を刺激し、腰痛、膝痛の軽減をしませ

◆９月の納税

んか？一緒にからだを動かしてみましょう。

▼納期限 ９月 30 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、９月 30 日
（月）
▼問合せ

税務課納税係

年

☎ 492 ‐ 2765

金

◆専業主婦・主夫の年金
が改正されました
７月１日から専業主婦（※妻

がサラリーマン、夫が専業主夫
の場合も同様です。）の年金が

▼日時

毎月第１・３金曜日

午後２時～３時 30 分まで

※１月は第２・３金曜日、３月は第１・２金曜日
月

実施日

実施日

９月

９月６日（金）

９月 20 日（金）

10 月

10 月４日（金）

10 月 18 日（金）

11 月

11 月１日（金）

11 月 15 日（金）

12 月

12 月６日（金）

12 月 20 日（金）

１月

◎１月 10 日（金）

１月 17 日（金）

２月

２月７日（金）

２月 21 日（金）

３月

３月７日（金）

◎３月 14 日（金）

▼場所

保健センター

▼内容

受付・血圧測定・体操（スロージョギング、ラジオ体

▼対象

男性

操、バランスボール、青竹踏み）
▼持ち物

タオル、飲み物（水・お茶などの水分補給ができる

もの）
、健康手帳

▼問合せ 高齢福祉課 ☎ 492‐2716
このたび、専業主婦（主夫）

改正され、サラリーマンの夫
（ま

の年金が改正され、手続きをす

金の切り替えの手続きが遅れた

給資格期間」に算入することが

る方が、手続きをすることによ

手続きをすることにより、無

保険年金課 ☎ 492‐2705
大 10 年分）
、
年金額が増えます。
※平成 27 年４月から保険料の

たは妻）が退職した際などに年

ることにより、
「未納期間」
を
「受

ため、保険料が未納となってい

できるようになりました。

27 年４月に向けて保険料納付

り、年金を受け取れるようにな

年金や年金の減額を防ぐことが

▼問合せ

夫（または妻）が会社を退職

ではなく、万一の時の障害年金

る場合があります。

できます。また、老齢年金だけ

した、脱サラをして自営業を始

などの受給権の確保にもつなが

夫）自身の年収が増えたときな

また、本来はさかのぼって払

めた等の場合や、妻（ ま た は

ります。

どは、第３号被保険者から第１

うことができなかった期間の保

号被保険者への変更手続きをし

人 の 動 き

できないため、保険料の「未納

平成 25 年８月１日現在

期間」が発生します。

のご案内を郵送する予定です。
〇貝塚年金事務所
☎ 473 ‐ 1122

〇国民年金保険料専用ダイヤル
☎ 0570 ‐ 011 ‐ 050

前月比

遅れたことがある方は、２年以
上前の保険料を納付することが

手続きをされた方には、平成

険料を納付することができ（最

て保険料を納めなくてはなりま
せんが、この手続きが２年以上

納付ができるようになります。

世帯数 ７，７３１ （ー ３）
人 口 １７，１６８人（－１９）
男
８，０６５人 （－１３）
女
９，１０３人 （－ ６）
平成 25（2013）年９月号

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

■固定資産税（第三期分）

です。

おとこの健康道場
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各 種 相 談

日時等

場所・予約・問合せ
11 日 役場住民活動センター
25 日 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

◆法律相談（予約制）

９月 11 日（水）
・25 日（水）
午後２時〜５時（定員６名）

◆行政相談

９月 17 日（火）
午前 10 時〜正午

◆障がい者相談

■役場相談室（要予約）
■役場相談室
９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
９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
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

９月 13 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
９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

ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ お知らせ

役場へのお問い合わせは直通電話へ

相談業務名

※くわしくはお問い合わせください。

◆地域就労支援相談

平日
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平成 25（2013）年９月号

◆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
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

◆保健師健康相談

平日

◆乳幼児育児健康相談

10 月７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 17 日（火）午後１時～４時

岬町立保健センター ☎ 492 − 2424

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

■喫茶たまり場（みんなのたまり場）
９月３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）
９月 11 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 18 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 25 日（水）午前 10 時～正午
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岬ふる里歴史研究会
岬町に戦国時代の城跡があります。織田信長が紀州の雑賀攻めを行った際、織田信孝が先陣として孝
たかのやま

子の高仙寺に陣を敷き、高野山城や長尾城を築き、雑賀孫一と対峙しました。その跡は現在でも残って
います。また、日本で初めての精密な日本地図を作った伊能忠敬が宿泊した家が多奈川の古湊に現存し
ています。これ以外にも、平安時代の三筆の一人、橘逸勢の墓は日本中で岬町にしかありません。

これらの史跡にまつわる事実は我々の先人達が代々伝えてきた、世間ではあまり知られていない事実

です。これらを正しく後世に伝えていくのが我々の役割ではないでしょうか。
岬ふる里歴史研究会は、忘れられている岬町の歴史の掘

り起こし、資料として残す作業を行ってます。興味がある
方はぜひご参加ください。
▼開催場所
▼開催日時

岬の歴史館（旧孝子小学校）

▼会長

毎月第３水曜日

▼問合せ

里中長治

午後１時 30 分

☎ 495 ‐ 5251

泉州下水道フェスティバル 2013

～「水みらいセンターで
遊びながら体験しよう！」～

ご家庭で使った水が、水みらいセンター（下水処理場）でどのようにしてきれいになるか、水みらいセン
ターの内部がどうなっているか、
楽しく体験してみませんか。また、
海の生き物のことを学べるイベント『こ
れは何だ？チリメンモンスターだ！』も行います。みんなでぜひお越しください。
▼日時 10 月 26 日（土）午前 10 時～午後１時ごろ（小雨決行）
▼場所 北部水みらいセンター（忠岡町新浜）
▼内容 チリメンモンスター、微生物観察、処理場見学
▼定員 大人と子どもあわせて 100 名程度（小学生以下は保護者同伴。大人のみの参加も歓迎）
▼参加費 無料
▼応募期間 ９月２日（月）～ 24 日（火） 午後５時まで（応募多数の時は抽選になります）
▼申込方法 片道はがき、FAX または E メールで、代表者の氏名・郵便番号・住所・電話番号・参加人数（大
人○名、子ども○名及び各学年）
▼申込先
○宛先 大阪府南部流域下水道事務所「フェスティバル参加」係
○郵送 〒 597‐0095 貝塚市港 25 番地
○ FAX 438‐8237
○ E-mail nambugesui-g22 @sbox.pref.osaka.lg.jp
▼参加決定通知 ご応募いただいた方全員に、はがきにて通知を 10 月初旬に発送予定。
※個人情報は、当イベントへの参加決定通知目的に限り使用します。
▼問合せ 大阪府南部流域下水道事務所 企画グループ ☎ 438-7406（平日９時～ 17 時）
▼ホームページ http://www.pref.osaka.jp/nambugesui/senshufes/index.html
▼主催 南大阪湾岸流域下水道事業連絡協議会、大阪府南部流域下水道事務所
▼協力 きしわだ自然資料館（岸和田市教育委員会）
▼後援 一般財団法人 都市技術センター
広報岬だより平成 25 年９月号

平成 25 年（2013 年）９月 1 日発行

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。)

