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表紙の写真：出張ほのぼのクラブ in 望海坂第一集会所

先生に名前を呼ばれ、
「は～い！」という元気のい
い子どもたちの返事でほのぼのクラブが始まります。
今日は「ふれあい遊び」の日。約 10 組のお母さんと
子どもが参加しました。親子体操では、お母さんにく
すぐられ、きゃっきゃと声を上げて転がり回る子ども
たち。ボール遊びでは、お母さんと協力して新聞紙に
ボールを乗せて運びます。ゴールに着くと、
「できた！」
と抱きつき甘える姿も。今日はいっぱい遊べたかな。
ほのぼのクラブは子どもだけではなく、親同士の
交流や相談の場としても活用されています。
ぜひ一度、親子で参加してみてくださいね。

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
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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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合同運動会（こぐま園・支援センター）

▼内容

着替え・お茶・タオル

▼持ち物

※今月は水曜日ではなく金曜日です。
お間違いなく！

■園庭遊び・子育て相談・身体計測

▼とき 10月22日（水）

10 時～ 11 時 ※雨天中止

☎ 494 － 3567

▼ところ

淡輪・深日・多奈川各保育所

▼持ち物

着替え・帽子・お茶・タオル

▼問合せ

淡輪保育所

※次回は 月 日 ︑学文字
山コースを予定しています︒

１歳児～就学前児

▼対象

子育て支援センター
▼ところ

第４回深日漁港
ふれあいフェスタ

※警報発令時中止

▼日時
月 日
午前 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︑ビ
ンゴ大会 他
▼主催 深日漁業協同組
合︑岬町商工会
※詳細は後日の新聞折り込
みでお知らせします︒お楽
しみに！

▼とき

童謡をうたう会
▼日時
月 日
午後２時〜
▼場所
ピアッツァ５ ロビー
▼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
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10 月 24 日（金）10 時～正午

読書の秋です。親子で本を楽しみませんか？
■まりつき教室（まりは貸し出します）
10 月 11 日（土） 午後２時～３時
■わらべうたで遊ぼう！（乳児０～１歳対象）
10 月 21 日（火）午前 11 時～ 11 時 30 分
■絵本の学校 公開講座 テーマ「絵本から読み物への移行」
▼ 10月24日（金） 午前10時10分～正午
▼講師 森崎シヅ子（熊取子ども文庫連絡協議会）
▼定員 25 名（先着順）
※保育あり。
■定例おはなし会
10 月 25 日（土）午後３時～３時 30 分
※開催日については広報カレンダー・アップル館ホーム
ページをご覧ください。
http://www9.ocn.ne.jp/~applekan/
▼問合せ ☎・FAX 492 ‐ 6050
■幼児教室

（土）

（日）

（日）

アップル館からお知らせ
地域の子育て応援します！
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月１日までの日程は
カレンダー︵２ページ︶
に掲載しています︒
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〜生石高原のススキと自生
の花めぐり〜︵難易度 ★★︶
▼とき
※雨天決行
月 日
▼集合場所・時間
セブンイレブン淡輪中店
午前８時
みさき公園前
午前８時 分
深日港駅前 午前８時 分
▼コース︵一般コース★★︶
テント場跡〜硯水湿原〜生
石ヶ峰〜山の家おいし・Ｗ
Ｃ〜笠石〜自由時間
※ 歩 行 時 間 約 １ 時 間 分︑
約２㎞の行程・天候により
コース変更の場合あり︒
▼参加費 バス代３０００
円︑会員でない方は別途
円の保険代︒
▼服装 長袖長ズボン︑帽
子︑手袋
▼持ち物
弁当︑水筒︑雨具は必須
防寒用ヤッケ︑ストック
▼申込 バス１台のみの配
車のため定員︵ 名︶にな
り次第締切
▼申込先
尾和 ☎ ︲１３０５
高木 ☎ ︲３３０７
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₁₁

₁₀
観てみよう︑触れてみよう︑
学んでみよう︒うみべの森は
自然がいっぱい
月 日
▼日時
午後１時〜３時
時 分〜
※受付
※集合場所は︑せんなん里
海公園ホームページでご確
認いただくか管理事務所へ
お問い合せください︒
▼内容 せんなん里海公園
﹁うみべの森﹂で楽しいゲー
ムを通じて︑木の実や自然
や生きものとわたしたちと
の関係について考えます︒
▼対象 幼稚園〜小学生
︵親子同伴︶
▼定員 先着 名︵親含む︶
▼参加費 無料
※園内への駐車は 円必要︒
▼申込み
月１日 より
電話にて受付
▼問合せ せんなん里海公園
管理事務所 ☎ ︲２６２６

イベント・催し情報
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（土）
13

もん

来て見て体験
in 村野浄水場

大阪産直売所めぐり

第４回

～水とふれ 水を知り 水に学ぼう～
▼とき 11 月２日（日）
10 時～ 16 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）など多数出展予
定。無料プレゼントを配布するブース
もあり。イベントに関するアンケート
回答者には企業団からのプレゼント
があります。入場無料。予約不要。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ださい。
▼ ホ ー ム ペ ー ジ http://www.wsaosaka.jp/gaiyou/murano/event.html
▼問合せ 村野浄水場
☎ 072 ‐ 840 ‐ 5266

₁₁

月のイ ベ ン ト

492

岬町地域教育協議会
︵すこやかネット︶

492

ふれあい教育フェスタ

▼とき
月 日
時〜
▼ところ 岬中学校
▼内容 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︒
▼問合せ
指導課
☎ ︲２７１９
生涯学習課
☎ ︲２７１５
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昨年の様子

直売所でスタンプを集めて素敵な賞品を当てよう！
もん

毎年 11 月は「大阪産地産地消推進月間」です。大阪府泉州農と緑
もん
の総合事務所では、泉州管内の JA と共催で「大阪産直売所めぐり」
を開催します。
「味覚の秋」
「収穫の秋」を体感できる農産物直売
所へ、皆様お誘い合わせの上、是非お越し下さい！
▼開催期間 10 月 23 日（木）～ 12 月７日（日）
▼開催場所
○ハーベストの丘農産物直売所「またきて菜」
（堺市南区鉢ヶ峯寺 2036 ‐ 1）
○ JA いずみの農産物直売所「愛彩ランド」
（岸和田市三ヶ山町 280 ‐ 55）
○ JA 大阪泉州農産物直売所「こーたり～な」
（泉佐野市松風台３ ‐ １ ‐ １）
▼内容 1,000 円お買い上げにつき 1 つ進呈するスタンプを応募券
に 5 つ集めて各直売所へ応募すると、抽選でハーベストの丘ペア年
間パスポートや直売所レストランのペア食事券、野菜の詰め合わせ
や大阪産の玄米が当たります。また、３つの直売所全てのスタンプ
を集めてご応募いただいた方の中から抽選で、各直売所で使えるお
買い物券（計 1,500 円分）が当たります。当選者には 1 月に通知し
ます。
※応募用紙は事務所ホームページからもダウンロード可能です。
▼主催等 JA 堺市（堺市立農業公園交流施設指定管理者）、JA
いずみの、JA 大阪泉州、大阪府泉州農と緑の総合事務所、大阪
採れたて農産物消費推進協議会
▼問合せ 大阪府泉州農と緑の総合事務所
☎ 439 ‐ 3601（内線 261,284）

岬町成人祭のご案内

○転居等で、現在岬町内に住まれていない方も参加で

▼とき 平成 27 年１月11日（日） 午前11時開式

きますので、参加希望の方は氏名・現住所・連絡先

▼ところ

を 11 月 28 日（金）までにご連絡ください。

▼対象

岬町立岬中学校

体育館

平成６年４月２日〜平成７年４月１日ま

でに生まれた人。

○駐車スペースに限りがありますので、車で来られる
場合はできるだけ乗り合わせてご来場下さい。

※対象者には 12 月初旬頃にご案内をお送りします。

○ご家族の方も入場できます。

▼その他 ○式典終了後、集合写真を撮影します。

▼問合せ

生涯学習課

☎ 492 − 2715
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大阪マリンフェスティバルへの

ご支援・ご協賛ありがとうございました！
みなさまのご厚意により、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

のうちに終了することができました。あたたかいご支援・ご協力を賜り、心より御礼申し上げます。

ご支援・ご協賛団体一覧（順不同・敬称略）
○本川生花店

○（株）ナカジマ

○（株）紀陽銀行

○坂下印刷所

○（有）ファイナンシャル・

○淡輪地区酒販店

○（株）和田商店

○（株）岬水道商会
○岬町商工会

プロ・スタッフ

○（株）池田泉州銀行 岬町支店

○ MOG コンサルタント（株）

○タケハラ文具店

○岬印刷

○（株）舞工業

○（株）中山綜合コンサルタント

○小畑商店

○（株）日電商会

○宮川工業（株）

和歌山支店

○淡輪漁業協同組合

○丸進食品（株）

○（有）北風電機商会

○第一環境（株）

○（株）三栄建設

○新栄電気（株）

○小島漁業協同組合

○（有）南造園

○（株）壇建築計画事務所

○（株）栗本鐵工所

○岬エルピーガス協同組合

淡輪研修センター

○淡輪観光協会

○（株）森組

○大阪泉州農業協同組合

○芳山建設（株）

○深日漁業協同組合

○西田製パン所

○（株）青木松風庵

○（有）岬環美興産

○（有）阪南防災

○フジ地中情報（株）大阪支店
株式会社

○（株）みなみ

○（株）中尾建築事務所

○（株）ウエムラ

○円成工業

○岬町観光協会

○山中軌道建設（有）

○岬環境開発

○中尾設計事務所

○水 ing

○（株）松建興業

○（有）玉置建設

関空NEWS

○岬町旅館組合

岬支店

大阪支店

ねるりこ

○三井建築設計事務所
○土井清掃

○（株）共生

○（有）岬造園土木
○（株）粂徳

寿司よし

○谷川漁業協同組合

○岬カントリー倶楽部

○泉佐野泉南歯科医師会
○門自動車

○（株）TRUST

○南海電気鉄道（株）

○新関西国際空港（株）
▼まちづくり戦略室

■関西国際空港のフライトがますます充実！

航空会社による増便、新規就航により、2014 年 10 月以降の関西国際空港の国内線、国際線のフライ

トがますます充実し、便利になります。まず、国際線では、ミャンマー国際航空 (8M）が 10 月 8 日（水）
より関西＝プノンペン・ヤンゴン線に新規就航します。関西空港からの定期的なフライトがヤンゴンに
就航するのは 15 年ぶりであり、またカンボジア ( プノンペン ) への定期的なフライトの就航は関西空

港の開港以来初となります。また、国内線ではジェットスター・ジャパン（GK）が、10 月９日（木）
から関西＝大分へ就航、10 月 26 日（日）から、関西＝熊本線を就航します。関西空港として大分への
就航は 2003 年以来約 11 年ぶり、熊本への路線は 2004 年以来、約 10 年ぶりの路線復活となります。
▼問合せ
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関西空港案内

☎ 455 ‐ 2500

～ 2014 年

夏～

今夏は週末に雨の日が多く中止になったイベントもありましたが、ときめきビーチは多くの方で
賑わいました。
ビーチフラッグ

2014 ときめき
ビーチフェスタ
ビーチバレー

すいか DE ゲーム

こどもの頃を思い出して…

今年も約 500 人が参加しました

全日本ビーチバレー女子選手権大会
ドリームマッチ

８月 21 日～ 24 日まで、淡輪海水浴場とき
めきビーチで全日本ビーチバレー女子選手権大
会が開催されました。また、翌週の８月 30 日
には大阪市都島区の毛馬桜の宮公園のビーチで
上位４チームによるドリームマッチが開催され
ました。

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

村上めぐみ・幅口絵里香

３位

永田

４位

草野 歩・藤井桜子

ドリームマッチ試合結果

唯・浦田景子

優勝

溝江明香・西堀健実

２位

草野

３位

村上めぐみ・幅口絵里香

３位

永田

ご声援、ありがとうございました。

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

歩・藤井桜子
唯・浦田景子

▼まちづくり戦略室

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

▼わらべ唄遊び・絵本等の紹介 ・栄養相談
10 月 22 日（水）午前 10 時 30 分～正午
▼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。
▼問合せ

保健センター

☎ 492 ‐ 2424

平成 26（2014）年 10 月号
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９月号の記事の訂正について

９月号に、深日兵庫地区担当の民生委員・児童委員として８月

１日付で就任された南出保彦委員としてご紹介したお写真は、淡
輪 18 区担当の夛田委員のお写真でした。ご迷惑をおかけし、申
し訳ございませんでした。

稲原

︵岬川柳会︶

わびさびが解せぬ者には邪魔な石
大森 年子

川 柳
似ていないもしやと騒ぐＤＮＡ
大平 洋子

治

お出掛けは日傘くるりと気分良し
川口

雪子

人生の心に刺さるトゲを抜く
散歩する時間の半分立話し

高橋 茂平

行雲 流水

まだ頑張るカルテ気にせず米寿まつ 岸本 令子
エド鹿を撃つ園長の胸の内

辻下 和美

花火より露店見ながら歩いてる

山津波家もくるまも命まで

月並みに暮らす幸せ夫残す

老いて尚おしゃれ心に気は抜かず

晴れ舞台ほれぼれさせる舞い姿

八木 圭子

北條 智子

細川 清一

星野富美子

福田

野間

澄恵

修

つぶやきに似たる水泡菱の花

ふり向いて胡散臭げな夏の猫

薔薇切って運命線を傷つける

百千鳥聞く群青の池の黙︵もだ︶

果ててなお姿のありて蚊取香

ビオトープ思いのままに赤とんぼ

妖怪も幽霊も出て来る自衛権

岩田 史子

八十田正代

南出佐代子

三倉 澄子

松尾美津子

竹内みよ子

佐脇 ちづ

佐藤美根子

︵ＪＡ泉州女性会岬支部︶

蛍袋土手の裾よりこんにちは

亀谷 芳枝

俳 句

衣更え月日に乗れぬ薄埃

坂原嘉代子

ばもと としお

猛暑日や橋でつないだ島の旅

千人針の母を見上げた夏の

５日 議会運営委員会
７日 農業委員会
８日 大阪府町村議長会議員セミナー
11 日 泉州南消防組合定例会
12 日 例月監査
17 日 泉南地区支部消防総合訓練
20 日 大阪府町村議長会定例総会
26 日 議会運営委員会・全員協議会

張りつめてバラは真紅に崩れ落ち

怪我をして歩く幸せかみしめる

吉川 桜琴

８月の議会の主な活動

シシが来ず嬉しくもありさみしくも 中谷 覚庵

散らぬ様そっと両手でかげつくる

吉本

■ 本 の 紹 介 ■
☆銀翼のイカロス
著者 ：池井戸 潤
☆破門
著者 ：黒川 博行
☆つばき
著者 ：山本 一力
☆りんごかもしれない
著者 ：ヨシタケ シンスケ
※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。

晴美

夏野菜汗水返しつややかに

平成 26（2014）年 10 月号
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渡辺 貞夫

本の紹介

温もりといっしょに車椅子を押す

図書だより

平成 26 年８月１日付で
▼まちづくり戦略室

企画政策担当
訂正し、お詫び申し上げます。

委嘱を受けられた 南出 保彦 委員

みんなで築こう

放火されない

まちづくり

ダイヤル

平成 25 年中に泉州南広域消防本部管内で発生した火災件数は 86 件で、そのう
ち『放火（放火の疑い）
』は 12 件と出火原因のトップです。
放火は、夕方から朝方の人通りが少ない時間帯に多く発生しています。
放火火災を防ぐためには、
「放火されない・放火させない環境づくり」が大切です。
隣近所と声を掛けあって、地域ぐるみで放火防止に努めましょう。

１
１1199
岬消防署

■放火防止の６つのポイント
○家の周りに燃えやすい物を置かない
○ゴミは決められた日の朝に、決められた場所に出す
○門扉、物置等は施錠する
▼問合せ

○夜間は外灯等で家の周りを明るくする
○郵便受けなどに新聞紙やチラシをためない
○車の施錠は確実にして、窓は完全に閉める
泉州南広域消防本部

予防課

☎ 469 ‐ 0119

～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

みさきウィッシュ講座
講座名

参加者募集！

日時

内容
材料費
申込期間
各自持参品等
ベジフルフラワー
持ち物
フラワーアレ 11 月 5 日
10 月 22 日（水）○花バサミ
（水）
※パプリカの中にオアシスを
1,500
円
ンジメント
～ 29 日（水）○持ち帰り用袋
入れて、花を挿していきます。

※申込期間中、役場受付け横に見本を展示しています。
▼定員

10 名

▼開催場所
▼材料費

※ 先着順。定員になり次第締切り。

岬町文化センタ－

当日徴収

▼一時保育

※申込期間終了後のキャンセルは材料費をいただきますのでご了承ください。

無料【満１歳 ～ 就学前の子ども

先着 10 名】

▼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

※参加申込みには、
氏名（フリガナ）
・住所・電話番号。また、
保育を申し込まれる方は子どもの名前（フ

リガナ）・性別・生年月日が必要です。

※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（9:00 ～ 17:30） ※ただし、正午～ 12:45 及び土・日・祝は除く。
○ＦＡＸ

○Ｅ－ mail

492 － 5814（人権推進課あて）

jinken2@town.osaka-misaki.lg.jp
平成 26（2014）年 10 月号
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健

康

ス

ケ

ジ

ュ

ー

ル

事業名

対象・定員等
日時・受付
その他
▼大腸がん、肝炎ウイルス検
●特定検診
国保加入者で 40 歳～ 74 歳
査以外は要予約です。
の方、または満 40 歳以上の生
特定健診
活保護世帯の方
▼「保健師健康相談」は「各
国保若年特別健診 ●国保若年特別健診
種相談」のページ（15 Ｐ）に
11
月
6
日（木）
S50.4.１以降に生まれた方で
掲載しています。
後期高齢者健診
午前９時 30 分
満 15 歳以上の国保加入者
結核肺がん検診 ●後期高齢者健診
～ 11 時 30 分 ▼各種がん検診については有
肝炎ウイルス検査
後期高齢者医療の対象者
料ですが、生活保護世帯もし
●結核肺がん検診
く は、70 歳 以 上 の 方 は 無 料
満 40 歳以上
になります。詳しくはお問い
●肝炎ウイルス検査
合わせください。
満 40 歳以上（初回に限る）
10 月 24 日（金）
▼毎月 10 日までの健康スケ
午前９時 30 分
～午後２時 30 分 ジュールは前月号に掲載して
大腸がん検診
満 40 歳以上
います。くわしくは「平成 26
11 月６日（木）
年度健康づくり日程表」でお
午前９時 30 分
知らせしていますので、1 年
～ 11 時 30 分
間大切に保管して健康づくり
10 月 24 日（金）
にお役立てください。
午後１時 30 分
子宮がん検診
満 20 歳以上（要予約）
～２時 30 分
▼発達クリニックは小児科医
11 月６日（木）
胃がん検診
満 40 歳以上（要予約）
午前９時 30 分～ 11 時 師の相談があります。
11 月 10 日（月）
発達クリニック 乳幼児（要予約）
午後１時 30 分～

献血
～ 400ml 献血にご協力ください～

Berry げんき隊セミナーは、11 月から始まる食に関する

▼とき 10 月 28 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
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ベ リ ー

食生活改善 Berry げんき隊セミナー
参加者募集！

平成 26（2014）年 10 月号

ベ リ ー

さまざまなことを学べるセミナーです。ご自身の体を知り、
体にやさしい食事、必要な栄養を勉強した後、みなさん
で考案したレシピを試作・試食します。栄養バランスは？
時間はどれくらいかかるの？コストは？時短メニューは？
みんなでワイワイ話し合いましょう。お友達づくりの場と
しても活用してください。ご参加お待ちしています。
▼対象年齢
おおむね 20 歳～ 60 歳の方（お子様連れの方大歓迎）
▼開催日時

いずれの回も午前 10 時～正午

１回目

11 月 25 日（火） ２回目

12 月 19 日（金）

３回目

１月 15 日（木） ４回目

２月 18 日（水）

５回目

３月３日（火）

▼場所

岬町立保健センター

▼参加費

無料 （調理実習時は材料費徴収あり）

▼問合せ

保健センター

☎ 492 － 2424・2425

ークタイム

▼対象 ひきこもり、不登校児、
学校に行きたがらない子どもの
保護者・家族・教職員

みさきファミリーマラソン大会
第 30 回記念大会 参加者募集！
親子で走るマラソンはいかがですか？もちろん、その他にも色々

▼参加費 無料

な種目があります。 体力に自信のある方はこの機会に一度チャレ

▼後援 岬町、大阪府、阪南市、

で 30 回目を迎えます。記念大会となる今回は特別に参加者全員に

▼主催 フラワーズ

ンジしてみてはいかがでしょうか？ファミリーマラソン大会も今回

泉南市、
田尻町、
泉佐野市、
熊取町、

記念品があります。みなさん奮ってご参加ください。

▼問合せ 小川

開催予定の第 23 回泉州国際市民マラソン大会に招待選手として出

貝塚市、岸和田市の各教育委員会
☎ 090 ‐ 3920 ‐ 5214

なお、一般の部 10000 ｍの男女優勝者には、平成 28 年 2 月に
場できる特典があります。
▼とき

12 月 14 日（日）

○開会式 午前９時～

○競技開始

午前９時 30 分

◆泉南警察署からお知らせ

▼コース いきいきパークみさき（多奈川地区多目的公園内）

■全国地域安全運動

▼参加費（保険料含む）

10 月 11 日
（土）
～ 20 日
（月）

～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

○小学生

300 円

○大学生 ･ 一般

○中学生 ･ 高校生

700 円

500 円

○ファミリー（２人で） 700 円

※申込みと同時に参加費をお支払い下さい。キャンセルについては
返金できませんのでご了承ください。

全なまち大阪」を確立するため、

▼対象者 泉南地区（岸和田市以南）に在住・在勤・在学の方。

以下のことを重点項目として、全

▼競技種目

各種団体、関係機関と連携して、

※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）
（すべて男女別に実施）

国地域安全運動を実施します。

○小学生１、２、３年生

2000 ｍ

○ひったくり等、街頭犯罪の被

○小学生４、５、６年生

3000 ｍ

害防止

○中学生・高校生・大学生・一般

○子どもと女性を対象とする犯

○高校生・大学生・一般

罪の被害防止

○ファミリー（小学１～３年生と父親の部 ･ 母親の部）2000 ｍ

5000 ｍ

10000 ｍ

○振り込め詐欺をはじめとする

▼申込期間 10 月 18 日（土）～ 31 日（金） 午前９時～午後５時

▼スローガン

▼申込場所

特殊詐欺の被害防止
○きいつけやー
やで

あんたのこと

そのバッグ

○地域の輪

みんなで守ろう

※申込期間以降の受付はいたしませんので必ず期間内にお申込下さい。
岬町立青少年センター内

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・
ピアッツァ５にあります。また、町ホームページからもダウンロー
ドできます。

子どもの未来

※ 10 月 20 日（月）
、
27 日（月）は休館日のため、
受付できません。

そう 自転車盗

※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

締めて 荷物残さず からっぽに～

※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

に

※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

○カギ掛けて！ 減らそう なく
○「車内からっぽ宣言！」～カギ
○振り向いて！
迫る影

あなたの後ろ

○「レターパック、宅配便で現
金送れ」は、すべて詐欺
▼問合せ

泉南警察署

☎ 471 ‐ 1234

▼注意事項
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。
しないで下さい。
止します。
▼主催

第 30 回みさきファミリーマラソン実行委員会

▼後援

岬町教育委員会

▼問合せ 生涯学習課

☎ 492 ‐ 2715
平成 26（2014）年 10 月号
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その他

申請はお済みですか？～２つの給付金～
本年４月からの消費税率の引き上げに伴い、国から次の方々を対
象に給付金が支給されることとなりました。
７月から申請が始まっており、該当されると思われる方には申請
書を送付しています。
申請期間は 12 月 26 日までです。期間を過ぎると給付金を受け
取れなくなりますのでご注意ください。

生活保護の受給者である場合などは除かれます。

役場へのお問い合わせは直通電話へ

▼支給額 １人につき 10,000 円

ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ お知らせ

10 月 13 日（月）

▼場所

エブノ泉の森ホール

午前 10 時〜午後 4 時

▼相談内容

町民税が課税されていない方

※ただし、課税がされている方に生活の面倒を見てもらっている方、

▼加算金

5,000 円（加算の要件を満たしている方）

▼問合せ

臨時福祉給付金担当

相続手続・遺言書

作成・許認可業務・農地申請・
交通事故保険請求・協議離婚等
▼問合せ
州支部

大阪府行政書士会泉
☎ 464 − 2793

☎ 468 － 9692

■子育て世帯臨時特例給付金
▼対象者 平成 26 年１月分の児童手当・特例給付を受給されている方
※ただし、平成 25 年の所得が児童手当の所得制限限度額以上の方
は除かれます。
▼対象児童
平成 26 年１月分の児童手当・特例給付の対象となった児童
※ただし、臨時福祉給付金の対象となっている児童、生活保護の受
給者となっている児童などは除かれます。
▼支給額

対象児童１人につき

育て世帯臨時特例給付金申請書（公務員用）
」が配布されます。
▼問合せ

子育て支援課

子育て支援係

◆薬物乱用は
「ダメ。ゼッタイ。
」
10 月～ 11 月は麻薬・覚醒剤

乱用防止運動月間です。危険ド

ラッグは買わない ! 使わない !

10,000 円

※公務員の方は、
所属の職場から「児童手当受給資格証明書」および「子
☎ 492 － 2709

かかわらない！

「合法ハーブ」などと称し販

売されている「危険ドラッグ」
は、麻薬や覚醒剤と同様に大変
危険です。決して近づかないよ

ご利用ください 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、

うにしましょう。
▼問合せ

大阪府薬務課

☎ 06 ‐ 6941 ‐ 9078

生活の改善のお手伝いをしています。

◆学校に行かなくなって
見えたもの

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

～学校に行きたがらない

ください。

▼日時 11 月２日（日）

今月は 10 月 20 日（月）～ 26 日（日）まで「行政相談週間」が

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

▼日時
▼場所

10 月 25 日（土） 午前 10 時～正午
ショッピングセンター

▼岬町の行政相談委員
笠間幹子

☎ 494 － 3205

平成 26（2014）年 10 月号

子どもを支える家族の集い～

▼場所 泉南市立樽井公民館

◆特設行政相談

かさまもとこ
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▼日時

（泉佐野市市場東１− 295 −１）

■臨時福祉給付金
▼対象者

◆行政書士無料相談会

ピノオークワ岬店２階

おかもとともこ

岡本委子

☎ 492 ‐ 5232

３階多目的ホール

▼内容

○ 10 時～正午

野崎淑香氏による講演

○ 12 時 10 分～ 12 時 40 分

り三市三町（泉佐野市 ･ 泉南市
･ 阪南市 ･ 熊取町・田尻町 ･ 岬

10 月 28 日（火）

▼日時

町）の共催で実施します。

午後２時～４時

▼場所

▼日時

保健センター

▼内容

専門医による個別相談

▼医師

（１人 20 分程度）

済生会和歌山病院消化

器内科医長 山原邦浩 先生
▼予約・問合せ

保健センター

☎ 492 － 2424

人

権

◆女性弁護士による女性
のための特設法律相談
女性の抱える問題に詳しい女

性弁護士による「特設法律相談」
を実施します。

※この事業は、国際ソロプチミ
スト大阪－りんくうの寄付によ

▼申込 10 月 14 日（火）から

（申込受付時間 午前９時～午後

11 月 14 日 ( 金 )

午後１時～午後５時

※相談時間は１人 25 分です。

５時 30 分 土・日・祝日は除く）
▼申込・問合せ

熊取町人権推進課

☎ 452 － 1004

▼場所 熊取ふれあいセンター４

階研修室（熊取町野田１‐１‐８）
▼相談内容

離婚に関する相談

や配偶者、パートナーなどからの
“ 暴力 ”( ドメスティック・バイオ

◆第２回チャリティー
日韓文化フェスタ
芸能人による基調講演ほか、

レンス、ストーカー、セクシュア

和太鼓、日韓舞踊、歌謡や人気

に関する相談

抽選会あり。

ル・ハラスメント、性暴力など )

Ｋ ‐ ＰＯＰグループなど。大

▼対象

▼日 時

11 月 16 日（日）

在住、在勤、在学の女性

▼場所

泉大津市民会館

▼費用

▼入場料

熊取町・泉佐野市 ･ 田

尻町・泉南市 ･ 阪南市 ･ 岬町の

午後０時 30 分～４時

▼定員 ８人
（完全予約制・先着順）

▼定員

▼一時保育

要予約（1 歳児か

▼申込・問合せ

えください。締め切りは 11 月

○ホームページ

無料

ら就学前まで。申込み時にお伝
6 日（木）です）

1300 人（先着順）
1500 円

○☎ 532 － 5452

民団泉州支部

http://mindansensyu.blogspot.jp/

「思い出」の写真大募集！
岬町では、広報活動や地域イベント等で使用できる「思い出の写真」を募集しています。古い

写真をお持ちの方、ぜひご応募ください。
▼募集内容

撮影当時の岬町のまちなみや情景のわかるもの。特に、深日港 ‐ 淡路島間にフェ

▼応募方法

写真の説明（いつ頃どこで撮影されたものか）
、
住所、
氏名、
電話番号を添えて、
持参・

リーが就航していた頃（昭和 36 年〜平成 10 年）の深日港周辺の写真
郵送またはメールでご提供ください。写真の現物は、お返しします。
○持参の場合
○郵送の場合

役場まちづくり戦略室窓口にご持参ください。

○メールの場合

〒 599 ‐ 0392（住所不要）役場まちづくり戦略室宛に郵送してください。

メールアドレス

写真をデジタル化し、添付ファイルで送信してください。

▼その他

jouhou@town.osaka-misaki.lg.jp

○応募写真は、応募者又は応募者のご親族が撮影されたものに限ります。第三者発行の印刷物や
ホームページに掲載されたものから転用された写真は受付できません。また、写真に人物が映っ
ている場合、その人物の肖像権に関し町は一切の責任を負いかねますので、応募者本人の責任に
おいてその写真をご応募ください。

○応募いただいた写真の著作権は、岬町に帰属し、応募者の承諾・許可なく
町のイベントや広報活動全般に使用する場合があります。
▼問合せ

まちづくり戦略室

☎ 492 ‐ 2775

平成 26（2014）年 10 月号

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

◆肝臓病専門相談会
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年

金

▼問合せ

貝塚年金事務所
役場保険年金課

◆ご存知ですか？任意加
入制度

福

老齢基礎年金（65 歳から受

けられる年金）は、20 歳から

60 歳になるまでの 40 年間保険
料を納めなければ、満額の年金
を受け取ることができません。
国民年金保険料の納め忘れな

どにより、保険料の納付済期間

ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ お知らせ

役場へのお問い合わせは直通電話へ

が 40 年間に 満 た な い 場 合 は、
60 歳から 65 歳になるまでの間
に国民年金に任意加入して保険
料を納めることにより、満額に
近づけることができます。

なお、老齢基礎年金を受ける

ためには、保険料の納付済期間
や保険料の免除期間等が原則と

して 25 年以上必要となります
が、この要件を満たしていない
場合は、70 歳になるまで任意
加入することができます。
（た

だし、昭和 40 年４月１日以前
に生まれた方に限られます。
）

また、海外に在住する日本国籍

を持つ方も、国民年金に任意加入
することができます。くわしくは
年金事務所、または役場保険年金
課にお問い合わせください。

☎ 492-2705

祉

◆なすびんネット
なすびんネットとは、泉州南

10 月５日から「大阪府最低

診療情報を共有することで診療
に役立てるネットワークシステ
ムです。市立貝塚病院・りんく
う総合医療センター・阪南市民
病院に保管されている診療情報

（処方内容、血液検査データ、

CT・MRI な ど の 画 像 情 報 等 ）
をかかりつけ医で確認すること
ができますので、受診する医療
機関が変わっても切れ目のない
継続した医療を受けることがで
きます。患者さまの費用負担も
ありません。詳しくは、なすび
んネット HP をご覧ください。
▼ホームページ http://nasubin.net/

▼問合せ りんくう総合医療
センター（なすびんネット運
営協議会事務局）
☎ 469 ‐ 3111（代表）

○特定の産業の労働者について

○問合せ

838 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

平成 26（2014）年 10 月号

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。

今年度は第２期調査の最終年

▼対象

対して、次の金額以上の賃金を

▼時間額

け、過去に石綿（アスベスト）に

強固なインターネットを介して

の同意のもと、セキュリティの

は、別に「産業別最低賃金」が

支払う必要があります。

大阪府では環境省の委託を受

度となり、ご協力いただける方

賃金」の金額が改正されました。
これにより、使用者は労働者に

◆石綿の健康影響の評価
調査のための検診

部地域の医療機関が、患者さま

大阪府最低賃金改正

働者に適用されます。
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☎ 431-1122

定められています。

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

署にお問い合わせ下さい。

を募集します。

以下の条件すべてにあ

てはまる方

○平成２年以前に岸和田市、貝
塚市、熊取町、泉佐野市、田尻
町、泉南市、阪南市、岬町に住
んでいた方

○石綿取り扱い施設で勤務、ある

いはその付近に住んでいたなど、
石綿にばく露した可能性がある方
○内容

問診、胸部エックス線検

▼費用

無料（要精査により医

査及び胸部ＣＴ検査（参加者全員）
療機関を受診される場合の費用
は自己負担となります）
▼日時及び場所

○ 11 月７日（金） 岸和田保健所
○ 11 月８日（土）

泉南市立保健センター

○ 11 月 15 日（土） 岸和田保健所
○ 11 月 21 日（金）

田尻町総合保健福祉センター

（たじりふれ愛センター）
○ 11 月 25 日（火）

熊取ふれあいセンター

○ 12 月５日（金）

泉南市立保健センター

○ 12 月 17 日（水）、22 日（月）
阪南市立保健センター

※時間は上記日程いずれも午前
９時 30 分～午後３時 30 分（予
定）
（予約制）

▼申込・問合せ
地域保健課

泉佐野保健所

☎ 462 － 7703

税
■町府民税
▼納期限

第３期分

10 月 31 日（金）

市町村間の税収の偏りを是正するため、法人市町村民税法

人税割の一部が国有化され、地方交付税の原資となることに

伴い、法人市町村民税法人税割の税率が引き下げられます。
この改正は、平成 26 年 10 月１日以降に開始する事業年

納期限までに、お近くの金融

度から適用されます。

銀行口座振替又は、郵便局自

ており、改正後も下記のとおり税率引き下げ後の制限税率を

機関や郵便局で納めてください。
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（金）です。
▼問合せ

税務課 納税係

☎ 492 － 2765

◆税務署からのお知らせ
■国税電子申告・納税システム
(e-Tax) をご利用ください

本町における改正前の法人税割税率は、制限税率を適用し

適用します。
▼制限税率

現行 14.7％

⇒

改正後 12.1％

上記改正に伴い、中間（予定）申告税額について、平成

26 年 10 月１日以降に開始する最初の事業年度の法人税割額
については、次のとおりとなります。
○平成 26 年９月 30 日まで

前事業年度の法人税割額× 6.0 ／前事業年度の月数

○平成 26 年 10 月１日以降

前事業年度の法人税割額× 4.7 ／前事業年度の月数

e-Tax とは、税務署や金融機

※平成 26 年 10 月１日以降に開始する最初の事業年度の予

税、法人税、消費税、酒税及び

した均等割額（６カ月の場合は２分の１）と、前事業年度の

関の窓口に行かなくても、所得
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

定申告額については、事務所を有していた月数に応じて計算

法人税割額×（4.7 ／前事業年度の月数）との合計額になり
ます。

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

▼問合せ

税務課

課税係

☎ 492 ‐ 2752

ステムです。

からの振替により、即時又は指

参加による運動を展開し、国民

消費税の毎月申告など、利用回

きる電子納税の納付手段です。

とが不可欠です。そこで、関係

する詳細は e-Tax ホームページ

ュース・リユース・リサイクル

特に源泉所得税の毎月納付や

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、
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座

定した期日に納付することがで

一人一人の理解と協力を得るこ

※ e-Tax やダイレクト納付に関

省庁では、毎年 10 月を「リデ

へ（www.e-tax.nta.go.jp）

■ 10 月はリデュース・リユ

平成 26 年９月１日現在

幅広く国民への啓発活動を展開

ース・リサイクル（３Ｒ）

しています。

循環型社会を構築するために

国税庁では、酒類の「リターナ

行政、事業者、消費者の幅広い

切な資源であることを周知する

推進月間

は、
法制度の整備だけではなく、
前月比

人 の 動 き

（３Ｒ）推進月間」と定めて、

世帯数 ７，６９９ （
１）
人 口 １６，８６５人（－２２）
男
７，９２６人 （－２１）
女
８，９３９人 （－ １）

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
とともに、酒類容器の３Ｒへの
協力を酒類業者と消費者に広く
呼びかけています。
▼問合せ

泉佐野税務署

総務課

☎ 462 － 3471

平成 26（2014）年 10 月号

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

◆ 10 月の納税

法人町民税法人税割の税率改正
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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

15

※くわしくはお問い合わせください。

日時等
10 月 8 日（水）
・22 日（水）
午後２時〜５時（定員 6 名）
10 月 21 日（火）
午前 10 時〜正午

■愛の家「みらい」相談室
■愛の家「みらい」相談
平日 午前９時～午後５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）
10 月22 日（水）午後１時 30 分〜４時 役場相談室 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
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

10 月 10 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

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

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
10 月 7 日（火）
・21（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

10 月 30 日（木） 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

11 月 10 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

10 月 21 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 10 月号

■喫茶たまり場（みんなのたまり場）
10 月 7 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
10 月 8 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 15 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 22 日（水）午前 10 時～正午

Vol.47

トラフグの養殖

淡輪在住

まるやま

ま

す

お

丸山 満寿夫さん

淡輪の山のふもと、ビニルハウスの中に作られた水槽で元気なト

ラフグが泳いでいます。

トラフグを養殖しているのは淡輪在住の丸山さん。元々はクルマエビ

の養殖を研究していましたが、何度かの失敗を経てついに断念。平成 22

年からトラフグの養殖を始めました。しかし、それも順風満帆とはいか
ず、せっかく育てた稚魚を死なせてしまったことも何回もありました。

なんとか成魚ほどの大きさまで養殖することができるようになっ

た平成 24 年、淡輪地区の住民の方からご協力を得て、自宅の庭に

あった養殖場を現在の場所に移転。さまざまな試行錯誤を繰り返し、昨年、初出荷にこぎつけるこ
とができました。養殖に関するコンセプトとして、水温、塩分濃度、水深や環境に配慮した餌作り
まで大変な信念をもって事業に臨まれています。高級魚であるトラフグの安定
供給は言うまでもなく、障がい者の方や地元の学生たちと連携した取組みがで
きないか、といったことも検討されています。岬町に新たな特産品が誕生する
日が楽しみです。

Vol.48

リ

ラ イ ブ

NPO 法人 Re-Live が活動を開始しました

今年５月、
「私たちの町は私たちの手で創る」という思いの元に、町の課題でもある休耕田対

策と雇用創出・障がい者支援に取り組む NPO 法人を設立しました。

休耕田対策としては、貸し農園事業とリモコン農園事業を展開しています。貸し農園第１号は淡

輪駅山側に開設しており、利用者募集中です。また、第２号も淡輪南交差点付近に開設予定です。
これらの農園は、一般財団法人大阪府みどり公社と岬町とリライブで三者協定を結んでおり、岬町
農業委員会からの承認も得ています。農業初心者でもご利用いただきやすいように、農業アドバイ
ザーの指導も受けられます。また、リモコン農園は、インターネットを用いた新しい試みで、全国
どこからでもご利用いただけ、岬町の知名度アップにつなげる手段として考案した仕組みです。

雇用対策・障がい者支援としては、精神障害・発達障害をお持ち

の方を対象に、福祉事業所「いにしき」を開設し、障がい者の所得

補償、また福祉事業所における若い人材の雇用を促進することで、
岬町の課題である人口流出にも取り組んでいきます。

農業・福祉・インターネットを融合した事業に取り組み、岬町の

再活性化を目指すリライブに、町民の皆様方のご支援、ご協力をお
願い申し上げます。

▼ホームページアドレス
▼問合せ

リ

http://npo-relive.com

ライブ

NPO 法人 Re-Live
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