
主な内容
P  ２　 　「今年も！」がんばる岸和田‼ 応援キャンペーン
P  ８・９　 特集　「山直東」から広がる未来
P  10　　　　岸和田市市制施行 100 周年記念事業
P 16　  　だんじり祭（10月祭礼）

テーマ「だんじり」で「第15回日本高校ダンス部選手権ビッグクラス」悲願の初優勝を果たした久米田高校ダンス部

Facebook Twitter Instagram YouTube きしまる ホームページ

岸和田市役所　〒 596－ 8510 大阪府岸和田市岸城町 7－ 1
 072 － 423－ 2121（大代表）  072 － 423－ 4644
開庁時間：月～金曜日 午前９時～午後５時半（祝・休日を除く）
市の人口　男 91,016 人　女 98,726 人　計 189,742 人（120 ↓）
世帯数　89,133 世帯（38↑）　面積　72.72k㎡　【9月 1日現在】

【発行（毎月１日）　広報広聴課】

広報きしわだは、町会・自治会を通じてお届けしています。
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響を受け、農業用肥料や資材の価
格が高騰し、農業経営を圧迫して
います。これらの影響を緩和する
ため、原材料の購入に使用できる
クーポン券を発行し、農業経営を
支援します。11月以降に対象者に
申請書を送付します。詳しくは市
ホームページをご確認ください。
対国版認定農業者および大阪版認
定農業者　クーポン国版認定農業
者…50,000 円相当、大阪版認定
農業者…10,000 円相当
■クーポン取扱店を募集
10 月 14 日㈮までに申し込むと、
「取扱店舗一覧チラシ」に店舗名
を掲載します。それ以降は、市ホ
ームページのみの掲載となります
のでご注意ください。
説明会10 月 17 日㈪　申・問10 月
３日㈪～ 31日㈪午後 5時までに
募集要項に同意のうえ、取扱店舗
登録申請書に必要事項を記入し、
ファクスまたは郵送で農林水産
課農林水産振興担当ヘ〒 596 －
8510　  423 － 9488　  430
－ 2272

会議などを公開します

会議は公開で行い、傍聴すること
ができます。傍聴希望者の受け付

けは、会議開始の 30 分前～ 10
分前に各会場前で行います。定員
は① 8人、②④⑤各 5人、③ 10
人（当日先着順）です。
■①景観審議会
日・時10月3日㈪午後3時　場市
役所新館 4階（岸城町）　案件こ
ころに残る歴史・文化景観の推薦
ほか　問都市計画課景観担当

423－ 9538
■②障害者施策推進協議会
日・時10月7日㈮午前10時　場市
役所新館 4階　案件第 5次岸和
田市障害者計画の進捗状況ほか　
問障害者支援課 423 － 9549　
 431－ 0580
■③総合計画審議会
日・時10月18日㈫午前10時　場市
役所新館 4階　案件次期総合計
画基本構想案ほか　問企画課政策
担当 423 － 9492
■④生涯学習審議会
日・時10月18日㈫午前10時　場市
立公民館（堺町）　案件生涯学習実
施計画の進捗状況ほか　問生涯学
習課423－9615　423－3011
■⑤上下水道事業運営審議会
日・時10月28日㈮午後2時　場市
役所別館2階（岸城町）　案件水
道事業ビジョンの進捗状況ほか　
問上下水道局総務課423－9590

10 月から来年 3月までの
学校給食を無償で提供します

国の新型コロナウイルス感染症対
応地方創生臨時交付金を活用し、
10月から来年3月までの間、小・
中学校の学校給食を無償で提供し
ます。詳しくは8月に配布した学
校からのお知らせをご確認くださ
い。
問学校給食課 447－ 6471

「今年も！」がんばる岸和田‼
応援キャンペーンを実施します

市内の消費喚起と、非接触の新
しい生活様式の普及促進を図る
ため、「がんばる岸和田 !! 応援キ
ャンペーン」を実施します。市内

対象店舗でau PAYまたはd払い
を利用すると最大30％、最大合計
16,000円分のポイントが還元され
ます（上限あり。一部対象外業種・商
品あり）。対象店舗など詳しくは特設
ホームページをご確認ください。
対象キャッシュレス決済au  PAY、
d 払い　期間10月1日㈯～11月
30 日㈬　ポイント還元率最大
30％　還元額上限各ペイメント
2,000 円（1回）、8,000 円（期間）　
問岸和田市キャッシュレスキャン
ペーンコールセンター 0120 －
487－648（午前10時～午後8時、
土・日曜日、祝日も開
設）、産業政策課産業振
興担当 423－ 9618

きしわだ農業者支援クーポン券を
発行します

原油価格高騰や輸出制限などの影

対…対象　日…日程　時…時間
場…場所　内…内容　講…講師
費…費用　定…定員　保…保育
申…申し込み　問…問い合わせ
記載のない市外局番は「072」

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止・変更になる場合があります。
催しなどに参加の際は、マスクを着用し感染症予防対策をお願いします。
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お知らせ

令和 5年 4月 1日㈯から準防火地域の指定区域を拡大
　市では、災害に強い安全・安心なまちづくりを進める取り組みとし
て、令和 5年 4月 1日㈯より準防火地域の区域を拡大し、建築物の
火災に対する安全性を高め、市街地の防災性能の向上を図ります。
　準防火地域では、建築物の新築や増改築をするときに、燃えにくい建
築物となるように、一定の基準にあった構造とする必要があります（下
表参照）。令和5年 4月 1日㈯以降に着工する建築物については、準

防火地域の規定が適用されます。それ以
前に建築確認を受けていても、それまで
に着工されていない建築物は準防火地域
の規定が適用されますのでご
注意ください。詳しくは市ホ
ームページをご確認ください。
指定拡大区域市街化区域で建ぺい率 60
％以上の住宅系土地利用の地域。ただ
し、都市計画土地区画整理事業の施行
区域、歴史的まちなみ保全に取り組む
地区（本町地区）は除く（右図参照）

問指定区域について…都市計画課都市計
画担当 423－ 9629、建築確認申請・
準防火地域内の規定について…建設指
導課建築審査担当 423－ 9570

①耐火建築物等（主要構造部を鉄筋コンクリート造などにした建築物）①耐火建築物等（主要構造部を鉄筋コンクリート造などにした建築物）
②準耐火建築物等（主要構造部を石膏ボードなどで覆ったものや、屋根を燃えにくく②準耐火建築物等（主要構造部を石膏ボードなどで覆ったものや、屋根を燃えにくく
したものなどで、防火上の一定の性能を持つ建築物）したものなどで、防火上の一定の性能を持つ建築物）

③防火上必要な技術基準に適合する建築物（窓やドアの構造や面積、主要構造部の防③防火上必要な技術基準に適合する建築物（窓やドアの構造や面積、主要構造部の防
火措置について規定された建築基準法施行令に適合した建築物）火措置について規定された建築基準法施行令に適合した建築物）

④防火措置した建築物（外壁と軒裏の延焼の恐れのある部分を防火構造とした建築物）④防火措置した建築物（外壁と軒裏の延焼の恐れのある部分を防火構造とした建築物）

準防火地域内の構造制限の概要準防火地域内の構造制限の概要

準防火地域の指定拡大区域準防火地域の指定拡大区域

市街化区域市街化区域
現在の防火地域の指定区域現在の防火地域の指定区域
現在の準防火地域の指定区域現在の準防火地域の指定区域
準防火地域の指定拡大区域準防火地域の指定拡大区域
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500500㎡以下㎡以下 500500㎡超㎡超 1,5001,500㎡以下㎡以下 1,5001,500㎡超㎡超
4階以上4階以上 ①① ①①

①①3階3階 ①または②、③①または②、③ ①または②①または②2階以下2階以下 ④④

延床面積延床面積
階数階数
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原爆被害者見舞金の申請

10 月上旬に対象者に申請書を送
付します。
対９月1日現在、本市に居住し、住
民基本台帳に記載があり、被爆者
手帳を持つ人　支給金額10,000
円　支給時期12 月中旬　申・問10
月 31 日㈪（必着）までに同封の
返信用封筒で福祉政策課高齢福祉
担当へ423－ 9527

庁舎建て替えに関する説明会

市役所本庁舎の現地建て替えに向
け令和元年度に策定した新庁舎整
備基本計画の改定作業を進めてお
り、改定の概要についての説明会
を開催します。会場へ直接お越し
ください。申し込みは不要です。
問庁舎建設準備課 447－ 4581

都市計画案の縦覧

都市計画課にて案の縦覧を行いま
す。都市計画に関係する住民及び
利害関係人は、縦覧期間中に意見
書を提出することができます。
案件南部大阪都市計画生産緑地
地区の変更　縦覧期間10月 13 日

㈭～27日㈭　意見書提出・問10月
13 日㈭～ 27日㈭（必着）に直接
または郵送（案件名、住所、氏名、
電話番号、意見を記入）で都市計画
課都市計画担当へ〒 596－ 8510　
 423－ 9629

都市計画の変更に関する説明会

受け付けは開始 30 分前からです
（申し込み不要）。また、各説明会の
日から説明会と同内容の動画と資
料を市ホームページで公開します。
問都市計画課都市計画担当 423
－ 9629
■岸之浦地区　地区計画・臨港地
区の変更案に関する説明会

日・時10月21日㈮午後7
時　場市職員会館（岸城
町）　定40人（当日先着順
■下水道の変更案に関する説明会
日・時10月22日㈯午前10時　場山
直市民センター（三田
町）　定50 人（当日先
着順）
■岸和田旧港地区　地区計画の変
更案に関する説明会

日・時10月29日㈯午前10時　場福
祉総合センター（野田町
1丁目）　定80人（当日
先着順）

「令和４年度岸和田市教育委員会
の点検・評価報告書」を公表

市教育委員会では「地方教育行政
の組織及び運営に関する法律」に
基づいて、令和 3年度教育重点
施策に対応する事務事業の点検・
評価結果をまとめました。詳しく
は市ホームページのほか、広報広
聴課情報公開コーナーや各市民セ
ンター、山滝支所（内畑町）でも
閲覧できます。
意見書提出・問郵送またはファク
ス、電子メール（項目番号、意見を
記入）で教育委員会総務課へ〒59
6－8510　 423－9605　 43

）

広告掲載については広告掲載については 合ＩＭ総合企画合ＩＭ総合企画 072－ 275－ 5449072－ 275－ 5449 ㈱朝日オリコミ大阪㈱朝日オリコミ大阪 06－ 6226－ 131406－ 6226－ 1314 ㈱宣成社㈱宣成社 06－ 6222－ 688806－ 6222－ 6888 ㈱ウィット㈱ウィット 072－ 668－ 3275072－ 668－ 3275

3－4525　{ksoumu@city.kishi
wada.osaka.jp

本人通知制度をご存じですか

本人通知制度は、住民票の写しや
戸籍謄本などを代理人や第三者に
交付したことを登録者本人に郵送
でお知らせする制度です。この制
度により、委任状の偽造や不正請
求の早期発見の効果があります。
希望者は市民課で申請してくださ
い（山滝支所、各サービスセンタ
ーでの登録不可。郵送での手続き
可）。登録期間は無期限です。
対本市の戸籍または住民基本台帳
に記載がある（あった）人　持ち物来
庁者の本人確認書類（運転免許証、
パスポート、マイナンバーカード、
住民基本台帳カードなど顔写真付
きのもの）、代理人の場合は委任
状、法定代理人の場合は全部事項
証明書（戸籍謄本）などの資格を
証明する書類　問市民課住民担当
 423－ 9454

学校給食用「選品物資」
納入業者の登録を受け付け

令和 5・6年度学校給食用選品物
資を納入する業者の登録を学校給
食課で受け付けます。詳しくは市
ホームページをご確認ください。
※市立小学校の生鮮物資業者登録
については本紙 11 月号でお知ら
せの予定です。
対象物資一般選品物資、中学校用
生鮮選品物資　受付期間10 月 24
日㈪～ 28日㈮
■事前説明会
日・時10月14日㈮午後2時～4時　
場学校給食センター（岸の丘町 3
丁目）
問学校給食課 447－ 6472

つくってみよう！ マイナンバーカード

　手続きは事前予約制です。電話またはQRコード
からご予約ください。
予約・問マイナンバーカード予約専用電話番号 423－ 9751、市
民課マイナンバーカードコールセンター 423－ 9509

■延長開庁と休日開庁
受付時間延長日 休日開庁日

10/20 ㈭、11/21 ㈪ 9:00 ～ 19:00 10/9 ㈰、11/13 ㈰ 9:00 ～ 15:00

■出張申請
日程 場所

10/4 ㈫ 春木地区公民館・春木青少年会館（春木宮川町）
10/5 ㈬ 山滝支所（内畑町）
10/12 ㈬ 桜台市民センター（下松町4丁目）
10/13 ㈭ 城北地区公民館（吉井町1丁目）
10/21㈮～23㈰ 岸和田カンカンベイサイドモール（港緑町）
11/1 ㈫ 久米田青少年会館（岡山町）
11/8 ㈫ 春木市民センター（春木若松町）
11/15 ㈫ 葛城地区公民館（土生滝町）
11/18 ㈮～ 20㈰ ラパーク岸和田（春木若松町）
11/25 ㈮～ 27㈰ 岸和田カンカンベイサイドモール

日時 場所
10/21㈮
19:00

山直市民センター
（三田町）

10/22㈯
10:00

市立公民館
（堺町）

10/23㈰
10:00

桜台市民センター
（下松町4丁目）

10/25㈫
19:00

八木市民センター
（池尻町）

10/26㈬
19:00

春木市民センター
（春木若松町）

10/27㈭
19:00

東岸和田市民センター（土
生町4丁目　リハーブ4階）

※全回同内容（1時間程度）です。※全回同内容（1時間程度）です。

広
告
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た品物は点検・清掃し、無償譲渡た品物は点検・清掃し、無償譲渡
会（抽選）で市民の皆さんにお譲会（抽選）で市民の皆さんにお譲
りします。無償譲渡会の日程は、りします。無償譲渡会の日程は、
後日お知らせします。後日お知らせします。
品目品目家具類（小型）、日用品、ベビー家具類（小型）、日用品、ベビー
用品、おもちゃ、未使用贈答品な用品、おもちゃ、未使用贈答品な
ど（電化製品・ガス器具・自転車・ど（電化製品・ガス器具・自転車・
バイク・食品を除く）※品物によバイク・食品を除く）※品物によ
りお断りする場合があります。　りお断りする場合があります。　
問問廃棄物対策課減量推進担当 廃棄物対策課減量推進担当 
423 － 9465423 － 9465

コミュニティ活動の振興に
宝くじの助成金を活用

宝くじの社会貢献広報事業とし宝くじの社会貢献広報事業とし
て、宝くじの受託事業収入を財源て、宝くじの受託事業収入を財源
とするコミュニティ助成事業があとするコミュニティ助成事業があ
ります。この助成金を活用し、今ります。この助成金を活用し、今
年度は新条地区市民協議会がポー年度は新条地区市民協議会がポー
タブル電源や折りたたみ椅子などタブル電源や折りたたみ椅子など
の備品を整備しました。の備品を整備しました。
問問自治振興課協働推進担当 自治振興課協働推進担当  4242
3 － 97403 － 9740

行政書士無料相談会

日・時10 月 30 日㈰午前 10 時～
午後 5 時（予約優先）　場イオン
モールりんくう泉南（泉南市）　
相談内容相続手続、遺言書作成、
許認可業務、任意後見、農地・生
産緑地に関する事、交通事故保険
請求、協議離婚など　申・問電話
で大阪府行政書士会泉州支部へ

457 － 9186

「大阪府最低賃金」の改定

10 月 1 日㈯から大阪府最低賃金
が 1,023 円に改定されます。

問大阪労働局労働基準部賃金課

06 － 6949 － 6502

国民年金のお知らせ

■納付は口座振替がおすすめ
口座振替の申し込みは、年金事務
所や金融機関に備え付けの申出書
に必要事項（口座届出印の押印も必
要）を記入し、直接、金融機関など
の窓口に提出してください。早め
に支払うことで保険料が割り引か
れる前納制度もあります。クレジ
ット納付を希望する人は、貝塚年
金事務所にお問い合わせください。
■納付書での支払いも前納がお得
納付書で下期分（10 ～３月分）
を前納すると、毎月納付に比べ
810 円お得です。納付期限は 10
月 31 日㈪です。保険料の一部が
免除されている人も、保険料を前
納できます。詳しくはお問い合わ
せください。納付書の再発行が必
要な人は、貝塚年金事務所に申し
出てください。
問貝塚年金事務所 431－1122、
市民課国民年金担当423－9460

後期高齢者医療保険料、介護保
険料の納付書を送付しました

保険料を納付書払いで納めている
人に納付書を送付しました。納期
限内の納付をお願いします。※年
金天引きされている人にも、納付
書が送付される場合があります。
■後期高齢者医療保険料
納期限4 期…10 月31 日㈪、5 期
…11月30日㈬、6 期…1月4日㈬
■介護保険料
納期限7 期…10 月31 日㈪、8 期
…11月30日㈬、9 期…1月4日㈬
問健康保険課後期高齢者医療担当
 423 － 9468、介護保険課保険
料担当 423 － 9475
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港湾美化清掃にご参加ください

岸和田港振興協会と岸和田市、大岸和田港振興協会と岸和田市、大
阪府では、皆さんに親しまれる美阪府では、皆さんに親しまれる美
しい快適な港を目指して清掃活動しい快適な港を目指して清掃活動
を実施します。ごみ袋など清掃用を実施します。ごみ袋など清掃用
具はこちらで手配します。期間中具はこちらで手配します。期間中
は、参加者の密を避けるため、各は、参加者の密を避けるため、各
エリアに集積所を設けておりますエリアに集積所を設けております
ので、看板を目印にごみを集積しので、看板を目印にごみを集積し
てください。詳しくは市ホームペてください。詳しくは市ホームペ
ージをご確認ください。※家庭ごージをご確認ください。※家庭ご
みなど、清掃活動以外のごみの持みなど、清掃活動以外のごみの持
ち込みは固く禁じます。ち込みは固く禁じます。
清掃期清掃期間間1010 月月 2828 日㈮～日㈮～ 3030 日㈰日㈰
午前 9 時～午後 5 時　午前 9 時～午後 5 時　場場本市臨本市臨
海部　海部　申・申・問問電話またはファクス、電話またはファクス、
電子メール（住所、氏名、電話番電子メール（住所、氏名、電話番
号を記入）で産業政策課産業振興号を記入）で産業政策課産業振興
担当へ担当へ 423 － 9618　423 － 9618　 423 －
6925　{sangyo@city.kishiwad
a.osaka.jp

岸和田ブランド品が再認定

市内で生産・製造・加工された農市内で生産・製造・加工された農
水産物や製品を「岸和田ブランド」水産物や製品を「岸和田ブランド」
として認定し、ブランド力を高め、として認定し、ブランド力を高め、
地域経済の活性化を目指していま地域経済の活性化を目指していま
す。今年度はす。今年度は 1414 品目が再認定さ品目が再認定さ
れました。認定の有効期間は令和れました。認定の有効期間は令和
7 年 9 月7 年 9 月 3030 日までで、広報活動日までで、広報活動
などの支援を行います。※今年度などの支援を行います。※今年度
は、新規認定の募集は行いませんは、新規認定の募集は行いません
でした。でした。
認定認定品・品・事業者事業者▶だんぢり・だん▶だんぢり・だん
ぢり屋製菓株式会社 ▶だんぢりぢり屋製菓株式会社 ▶だんぢり
まんじゅう（餡・クリーム）・だまんじゅう（餡・クリーム）・だ

んぢり屋製菓株式会社 ▶大阪泉んぢり屋製菓株式会社 ▶大阪泉
州州桐桐

き り た ん す

箪笥箪笥・株式会社田中家具製作・株式会社田中家具製作
所 ▶大阪泉州桐箪笥・大阪泉州所 ▶大阪泉州桐箪笥・大阪泉州
桐箪笥組合 ▶泉州水なす（Ａ品桐箪笥組合 ▶泉州水なす（Ａ品
に限る）・いずみの農業協同組合 に限る）・いずみの農業協同組合 
▶包近の桃（化粧深箱に限る）・▶包近の桃（化粧深箱に限る）・
包近実行組合 ▶水なすぬか漬「泉包近実行組合 ▶水なすぬか漬「泉
州久米田漬」・内山商店 ▶水なす州久米田漬」・内山商店 ▶水なす
漬（ぬか漬）A 級品・株式会社漬（ぬか漬）A 級品・株式会社
きしかん ▶地車用車輪「きしかん ▶地車用車輪「組組

く み ご ま

駒駒」・」・
株式会社大下工務店 ▶クイーン株式会社大下工務店 ▶クイーン
オニオン・グリーンフィールドオニオン・グリーンフィールド
株式会社 ▶しらすちりめん（太株式会社 ▶しらすちりめん（太
白）・義丸水産冷蔵株式会社 ▶白）・義丸水産冷蔵株式会社 ▶
彩彩
あ や ほ ま れ に ん じ ん

誉人参誉人参ドレッシング・あぐり酵ドレッシング・あぐり酵
房 ▶ステンレスアウターケーブ房 ▶ステンレスアウターケーブ
ル（自転車用）・日泉ケーブル株ル（自転車用）・日泉ケーブル株
式会社 ▶泉州留河桐製米びつ・式会社 ▶泉州留河桐製米びつ・
株式会社留河　株式会社留河　問問産業政策課事業産業政策課事業
者支援担当 者支援担当  423 － 9485423 － 9485

第 6 回 岸和田市都市景観賞
まちかど審査に参加しませんか？

ご応募いただいた市内の建物や広ご応募いただいた市内の建物や広
告物などの写真、大規模建築物等届告物などの写真、大規模建築物等届
出部門にノミネートされた物件の出部門にノミネートされた物件の
写真を巡回展示し、まちかど審査を写真を巡回展示し、まちかど審査を
実施します。ぜひお越しください。実施します。ぜひお越しください。
問都市計画課景観担当 423 －
9538

リユース品を譲ってください

ご家庭で使わなくなった物をリユご家庭で使わなくなった物をリユ
ース品（再利用品）として提供をース品（再利用品）として提供を
お願いします。提供していただいお願いします。提供していただい

お知らせ

日程 場所
10/5 ㈬・
6㈭

桜台市民センター
（下松町4丁目）

10/7 ㈮・
8㈯ 図書館本館（岸城町）

10/11㈫・
12㈬

八木市民センター
（池尻町）

10/13㈭・
14㈮

東岸和田市民センター
（土生町4丁目　リハー
ブ4階）

10/18㈫・
19㈬

山直市民センター
（三田町）

※時間は※時間は 10:0010:00 ～～ 16:0016:00。。

保険・年金

集積所の看板集積所の看板

広
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新しい国民健康保険被保険者証
を送付します

現在使用中の被保険者証（水色）
は、有効期限が 10 月 31 日㈪です。
新しい被保険者証（茶色）を、10
月上旬に簡易書留で送付します。
届いた日から使用できます。転送
先へは送付しません。新しい被保
険者証が届いたら、古い被保険者
証は、健康保険課またはサービス
センターへ返すか、裁断するなど
して適正に処分してください。
■遠の印字付き被保険者証
児童福祉施設入所児童などに交付
される遠の印字付き被保険者証は、
有効期限までに健康保険課で更新
手続きを行ってください。手続き
には在園証明書などが必要です。
詳しくはお問い合わせください。
■所得申出書の提出はお済みですか
令和３年分の所得の確認ができて
いない人に、9 月上旬に所得申出
書を送付しました。提出がまだの
人は、早めの提出をお願いします。
問健康保険課資格賦課担当 423
－ 9458

なくそう部落差別！

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。「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
守るため、部落差別を引き起こす
おそれのある個人及び土地に関す
る事項の調査、報告などを規制し
ています。部落差別につながる
おそれのある調査の
依頼はやめましょう。
皆さんのご理解とご
協力をお願いします。
問府人権局人権擁護

課人権・同和企画グループ06
－6210－9282

薬物乱用は「ダメ。ゼッタイ。」

10 ～ 11 月は麻薬・覚醒剤・大
麻乱用防止運動月間です。近年、
若者を中心に大麻の使用が拡大し
ています。薬物は心身に様々な悪
影響を及ぼします。誘われてもキ
ッパリ断りましょう。
問保健センター 423 － 8811

男性のみなさん、心の重荷を
おろしてみませんか？

家庭や職場、体や心のことなどを
専門の相談員（男性）に話してみ
ませんか。匿名で相談できます。
相談先大阪府・男性のための電話
相談06－6910－6596　日・時第
１・４水曜日と第２・３土曜日の午
後４時～８時　問人権・男女共同
参画課男女共同参画担当429－
9858　  441－2536　
※女性のための相談は
本紙 15 面に掲載。

重度障害者医療費助成制度

重度の身体、知的及び精神障害者
等を対象に、医療費の一部を助成
する重度障害者医療費助成制度が
あります。該当する場合は申請し
てください。
対本市に住所を有し、健康保険
に加入し、次の①～⑤のいずれか
に該当し、本人所得が一定（単身
世帯では 4,721,000 円）以下の
人　※本人所得はお問い合わせく
ださい。① 1 級または 2 級の身
体障害者手帳を持つ人 ②知的障
害の程度が重度（療育手帳 A な
ど）の判定を受けた人 ③知的障害
の程度が中度（療育手帳 B1 など）
の判定を受けており、身体障害者
手帳を持つ人 ④ 1 級の精神障害
者保健福祉手帳を持つ人 ⑤指定
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健康・福祉

難病（特定疾患）受給者証の交付
を受けており、障害年金 1 級また
は特別児童扶養手当１級に相当す
る人　持ち物①～⑤に該当するこ
とがわかる手帳など、健康保険証、
マイナンバーがわかるもの
■既に重度障害者医療証
　（うぐいす色）をお持ちの人へ
現在お持ちの医療証（うぐいす色）
の有効期限は 10 月 31 日㈪です。
引き続き対象となる人には 10 月
初旬に更新手続きの案内を送付し
ますので、必ず更新の申請をして
ください。詳しくは送付される案
内をご確認ください。
問障害者支援課福祉医療担当

423 － 9090　 431 － 0580

ジェネリック医薬品を
利用してみませんか

■ジェネリック医薬品とは
先発医薬品（これまで使われてき
た新薬）の特許が切れた後に販売
される医薬品で、先発医薬品と同
じ有効成分を同量含んでおり、同
等の効き目があると国が認めた医
薬品です。先発医薬品に比べると
開発コストが抑えられていること
から、安価で経済的です。
■切り替え時の注意
▶全ての先発医薬品に対応してい

るわけではありません。 ▶効果・
効能が異なるため切り替えできな
い場合があります。 ▶先発医薬品
と色や形などが異なることがあり
ます。 ▶切り替えの際は医師や薬
剤師に相談し、医療機関や薬局に
取り扱いの有無をお問い合わせく
ださい。
問国民健康保険に加入の人…健康
保険課保健給付担当 423－945
7、後期高齢者医療制度に加入の
人…府後期高齢者医療広域連合

06－4790－2031、健康保険課後
期高齢者医療担当 423－9468

高齢者（65歳以上）のインフル
エンザ定期予防接種（無料）

対本市の住民基本台帳に記載があ
り、接種を自ら希望する、接種当
日に次のⒶまたはⒷに該当する人 
Ⓐ 65 歳以上 Ⓑ 60 歳以上 65 歳未
満で心臓・腎臓・呼吸器の機能ま
たはヒト免疫不全ウイルスによる
免疫機能の障害等級が１級の身体
障害者手帳を持つ人　期間10 月
1 日㈯～来年 1 月 31 日㈫　場市
内実施医療機関　接種方法医療機
関に予約し、本人確認できるもの

（運転免許証、マイナンバーカー
ド、健康保険証など）を提示。Ⓑ
の人は手帳のコピーを提出　問保
健センター 423 － 8811　※施
設入所や長期入院などの理由で市
外の医療機関で接種を希望する場
合は、事前に保健センターで手続
きが必要です。その場合、接種費
用の一部を還付します。詳しくは
お問い合わせください。

▶日本生命保険相互会社＝ばらサミットinきしわだ2022にばら
サミット協賛品　▶株式会社伊藤園岸和田支店＝産業振興基金
に 20,830 円　▶国際ソロプチミスト岸和田＝母子保健事業費に
20,000 円　▶一般財団法人國際文教慈善基金會＝新型コロナウ
イルス感染拡大防止のため薬用消毒液 20 ケース
【ふるさと寄附・8月分】▶ 30,079,000 円（513 件）

ご寄附ありがとうございます（寄附順・敬称略）

広
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委員会総務課 423 － 9607、東
葛城小学校 446－ 1169
■学校見学・説明会
授業の見学と説明会を行います。
学校の様子や雰囲気などを感じて
いただける機会です。ぜひお越し
ください。
日・時10月30日㈰午前9時35分　
場東葛城小学校（河合町。駐車場
あり）　申・問10 月 28 日㈮まで
に電話で東葛城小学校へ 446
－ 1169

高等工科学校生徒を募集（自衛官）

自衛官を養成するための学校です。
詳しくはお問い合わせください。
資料はQRコードから受付番号
「323」で請求できます。
対日本国籍を有し、中卒（見込み可）
の 17 歳未満の男子　試験推薦…
1 月 5 日㈭～ 7日㈯のいずれか
1日、一般…1 月 14 日㈯または
15 日㈰　受付推薦…10 月 1 日
㈯～ 12 月 2 日㈮、一般…10 月
1 日㈯～ 1 月 6 日㈮　
問自衛隊岸和田地域事
務所 426－ 0902

小学校就学奨励費（入学準備金）
の入学前支給のお知らせ

来年度小学校入学児童がいる家庭
を対象に、就学奨励費の一部であ
る「入学準備金」を、入学前の 3
月に支給します。支給を希望する
人は申請が必要です。所得制限な
どがありますので、詳しくは市ホ
ームページまたは幼稚園などを通
じて配布するお知らせをご確認く
ださい。小・中学生がいる世帯で
令和 4年度就学奨励制度を申請
済みの場合は、申請不要です。
持ち物印鑑、通帳　申・問11 月
1 日㈫～ 12 月 16 日㈮に教育委

員会総務課学事担当へ 423 －
9607　※各学校では受け付けで
きませんのでご注意ください。

就学時健康診断のお知らせ

来年、小学校に入学予定の子ども
を対象に実施します。10 月初旬
に対象者へ案内を郵送します。
日など次表のとおり　時午後 2
時 15 分～ 4時（受け付けは午後
3時半まで）　内内科健診、歯科
健診、視力検査　問教育委員会総
務課保健担当 423－ 9638

児童手当の振り込み

6 ～ 9月分を 10月 7日㈮に受給
者の口座に振り込みます。通帳記
入のうえ、ご確認ください。
問子ども家庭課子育て給付担当

423 － 9624
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幼稚園、小・中学校の
講師登録者を随時募集

年齢・経験は問いません。年度途
中の採用もあります。また、教員
免許に関する相談も受け付けてい
ます。お気軽にご連絡ください。
問教育委員会総務課 423 － 96
06

チビッコホーム
（放課後児童クラブ）支援員募集

対教員、保育士、社会福祉士のいず
れかの資格・免許を有する人など　
採用予定日12月2日　募集人数５
人程度　試験10 月 23 日㈰午前
9時半から市職員会館（岸城町）
で　申込書配布・受付10 月 3日㈪
～20日㈭に直接、子育て支援課へ　
問子育て支援課放課後こども担当
 423 － 9610　※詳しくは市ホ
ームページをご確認ください。

東葛城小学校小規模特認校
児童募集

東葛城小学校小規模特認校は、豊
かな自然の中で、少人数という特
色を生かした教育に取り組んでい
ます。市内在住者で、一定条件の
もと通学区域外からの就学が可能
です。就学を希望する人は、お申
し込みください。
申10 月 31 日㈪～ 11 月 25 日㈮
に教育委員会総務課、各小学校、
各幼稚園、各保育所、各こども園、
各サービスセンター、山滝支所（内
畑町）、各公民館で配布する「小
規模特認校入学・転学申込書（様
式第1号）」（市ホームページから
もダウンロード可）を直接、教育
委員会総務課学事担当へ　問教育

募集

　申込書は人事課で配布するほか、市ホームページからもダウン
ロードできます。変則勤務が可能な人に限ります。
職種など下表のとおり
試験10 月 23 日㈰に市職員会館（岸城町）で
申・問10 月 3日㈪～ 19日㈬に申込書を直接、人事課人事能力開
発担当へ 423－9412

会計年度任用職員を募集します

※受験資格は取得見込みを含みますが、採用日時点で取得済みであることが
条件です。

職種 対象 募集
人数

DV相談員

次の㋐～㋓いずれかに該当する人
㋐大学で社会福祉及び心理学の課程を修めた人
㋑社会福祉士の資格を有する人
㋒社会福祉主事として1年以上福祉事業に従事した人
㋓DVや各種相談の実務経験を1年以上有する人

1人

生活保護
面接相談員

次の㋐～㋔いずれかに該当する人
㋐社会福祉士の資格を有する人
㋑精神保健福祉士の資格を有する人
㋒生活保護ケースワーカーの経験を1年以上有する人
㋓福祉関係の面接相談員の経験を1年以上有する人
㋔介護支援専門員（ケアマネジャー）の資格を有する人

1人

子育て

年齢区分 手当月額
0～ 3歳未満 15,000 円

3歳～
小学生

第1・2子 10,000 円
第 3子以降 15,000 円

中学生 10,000 円
※第 3子以降とは 18 歳の誕生日後
の最初の 3月 31 日までの養育児
童のうち、3番目以降をいいます。
※所得制限限度額以上の人は中学生
までの児童 1人につき一律 5,000
円です。
※所得上限限度額以上の人は手当の
支給はありません（対象者には消
滅通知を送付済み）。

日程 場所 就学予定校区

11/7
㈪

桜台市民
センター
（下松町4丁目）

光明、常盤

11/14
㈪

春木市民
センター
（春木若松町）

春木、大芝、
大宮、城北、
新条

11/21
㈪

八木市民セン
ター（池尻町）

八木北、八木、
八木南

11/28
㈪

東岸和田市民
センター
（土生町4丁目
リハーブ4階）

旭、太田、
天神山、修斉、
東葛城

11/30
㈬

福祉総合
センター
（野田町1丁目）

中央、城内、
浜、朝陽、
東光

12/5
㈪

山直市民セン
ター（三田町）

山直北、城東、
山直南、山滝

東葛城小学校は創立150東葛城小学校は創立150周年周年

ご利用ください
男女共同参画センター
　サークル活動や学習活動に利
用できます（有料。営利目的不
可）。空室があれば、自習室と
して使用できます（無料）。詳
しくは市ホームページをご確認
ください。
問男女共同参画センター441
－2535　441－25

　36　{danjoc@city.
kishiwada.osaka.jp
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講座 対象 日時 場所

①

自由来館
「さくら」
（10組程度。
出入り自由）

未歩行児
（妊婦も可）

月・水・金曜日
13時～ 15時
（10/12 ㈬は 13
㈭に変更。10/10
㈷・14㈮は休み）

子育て支援センタ
ーさくらだい

②
あかちゃん
ひろば
（全3回。8組）

3カ月～
1歳未満

10/21 ㈮・28㈮、
11/4 ㈮
10時～ 11時

市立公民館
（堺町）

③ ぺんぎんひろば
（10組程度）

歩行始め～
3歳未満

月・火曜日、
10/13 ㈭
10時～ 11時
（祝日は休み）

子育て支援センタ
ーさくらだい

④ あそびのひろば
（15組程度）

歩行始め～
3歳未満

10/27 ㈭
10時～ 11時半

男女共同参画セン
ター
（加守町4丁目）

⑤ こやぎちゃん
ルーム 就学前児童 10/5㈬、11/2㈬

10時～ 11時
八木市民センター
（池尻町）

⑥ ふれんどパーク
（雨天中止） 就学前児童

10/12 ㈬
10時～ 11時

浜工業公園
（地蔵浜町）

10/20 ㈭
10時～ 11時

東岸和田公園
（土生町）

10/26 ㈬
10時～ 11時

西之内第1公園
（西之内町）

⑦
親子で
あそぼう！
（15組程度）

就学前児童 10/15 ㈯
10時～ 11時 八木市民センター

⑧
親子で
あそぼう！
（10組程度）

就学前児童 10/19 ㈬
10時～ 11時

光陽地区公民館
（並松町。駐車場
なし）

⑨ ぐりぐらくらぶ
（5組程度）

就学前の多胎
児（妊婦も可）

10/14 ㈮
14時半～ 15時半

春木市民センター
（春木若松町）

⑩ ぷちパパ・ぷち
ママ（5組程度）

もうすぐパパ、
ママになる人

10/11 ㈫
13時半～ 14時半

子育て支援センタ
ーさくらだい

⑪
クローバー
ひろば
（5組程度）

子育てに悩む
保護者

10/14 ㈮
10時～ 11時

子育て支援センタ
ーさくらだい

　費用は無料です。保護者同伴でお越しください。
申電話で子育て支援センターさくらだいへ
※②は 10月 7日㈮から受け付け。初めて参加の保護者に限る。⑤
⑥は申し込み不要。

■子育て支援センターさくらだい
　尾生町5丁目　 445－ 1962

子育て支援センターの催し
■岸和田地域子育て支援センター
　下松町4丁目　光陽保育園内　 428－ 2880
　費用は無料です。雨天中止。詳しくはお問い合わせください。
対未就園児と保護者
場岸和田地域子育て支援センター

講座 内容 日時

園庭遊び 基礎体力向上のために、外で思い切り
体を使って遊びましょう。

水曜日
9時半～ 11時半

　各図書館サポーターなどによるおはなし会です。家族や友達と楽
しいひとときを過ごしましょう。②④は事前に申し込みが必要です
（④は前日から受け付け）。

名称 対象 日時 定員 場所・問合

① おはなし会 幼児
10/2 ㈰、
11/6 ㈰
11時から
20分程度

当日先着
10人程度

図書館本館
（岸城町）
 422－2142

② ちいさな
おはなし会

乳幼児
と
保護者

10月の水曜日
10時半から
20分程度

4組
（申込先着順。
1組1回まで）

旭図書館
（土生町4丁目 
リハーブ3階）
 428－6200③ おはなし会 小学生

以下
10/12 ㈬
16時から
20分程度

当日先着6人

④
だっこで
おはなし会
atさくらだい

乳幼児
と
保護者

10/20 ㈭
10時半から
30分程度

7組程度
（申込先着順） 桜台図書館

（下松町4丁目）  
 428－9230

⑤ クララさんの
おはなし会

小学生
以下

10/15 ㈯
11時から
30分程度

当日先着
8人程度

⑥ ミニ
おはなし会

乳幼児
と
保護者

10/22 ㈯
10時半から
30分程度

当日先着6人
春木図書館
（春木若松町）
 436－0679

⑦
ちいさな
おはなし
ひろば

乳幼児
と
保護者

10/25 ㈫
10時半から
20分程度

当日先着
10人程度 八木図書館

（池尻町）  
 443－6849

⑧ おはなし
ひろば

小学生
以下

10/27 ㈭
16時から
30分程度

－

⑨ おはなし会 小学生
以下

10/22 ㈯
14時～ 15時

当日先着
15人程度

山直図書館
（三田町）
 441－7575

図書館 おはなし会

保健センター （別所町3丁目）
■子育て世代包括支援担当  423 － 8812　 423 － 8833
・妊娠の届け出
　妊婦のマイナンバーと本人確認ができるものを持って、保健セン
ターへお越しください。助産師や保健師に妊娠・出産についての
相談ができます。
・こんにちは赤ちゃん訪問（乳児家庭全戸訪問）
　民生委員児童委員協議会の協力で、生後 2カ月ごろの赤ちゃん
がいる家庭を訪問します。
・ママにっこり相談（予約制）
　産前産後や育児の心配事を助産師に相談できます。
■母子すこやか担当　 423 － 8811　 423 － 8833
・乳幼児健康診査（4カ月児、1歳 6カ月児、2歳 6カ月児〈歯科〉、
3歳児）
　ご案内する月齢が数カ月遅れています。ご了承ください。
・離乳食講習会（申込先着 12人。試食材料費 100円）　
　随時、電話で申し込みを受け付けます。手話通訳または要約筆記
が必要な人は、開催日 10日前までに要相談。
対 3 ～ 12カ月児の保護者
日・時10月 27日㈭午後 1時半～ 2時半
保 3 ～ 12 カ月児（先着 5人。10月 11日㈫午前 10 時から電話
で受け付け）

BABY INFORMATION

子育て情報子育て情報
＼子育て情報を配信中！／

きしまる

相
談

教育相談
教育相談室
面談などは予約制
日・時月～金曜日9時～ 17時
問 426－1035

育児相談
岸和田地域子育て支援センター
面談などは予約制
日・時月～土曜日 10時～ 17時
問 428－2880

子育て支援センターさくらだい
面談や家庭訪問などは予約制
日・時月～金曜日9時～ 17時
問 445－1962

※各市立保育所では電話相談を実施しています。

記載のない市外局番は「072」です。記載のない市外局番は「072」です。
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泉州山手 未来への懸け橋プロジェクト

2022.10特集 特集

　岸和田市では、泉州山手線の整備と沿道のまちづくりに取り組んでいます。
　その一環として取り組んできた、岸和田市市制施行 100 周年記念事業の新拠点交通広場が今月完成し、11月
からは新規路線バスの運行が始まります。バスの運行やデジタル技術を活用するスマートシティの取り組みを通
じて、公共交通を中心とした移動がスムーズなまちづくりを目指します。
　今号では、岸和田の新しい拠点「山直東」のまちづくりについて、新拠点交通広場を中心に紹介します。
問合　まちづくりについて…市街地整備課新拠点整備担当 072－ 447－ 6526　 072－ 437－ 9171
　　　路線バスについて…市街地整備課交通政策担当 072－ 423－ 9656　 072－ 437－ 9171

岸和田の新しい拠点、

「山直東」から広がる未来
やまだいひがし

「山直東」の誕生
都市計画道路泉州山手線（下図参照）は、大阪都心部と関西国際空港をつ
なぐ泉州地域の丘陵部の広域幹線で、泉州地域のみならず南大阪の魅力を高
める新たな交通の軸として計画されている道路です。また、南海トラフ地震
や台風などの災害に備え、沿岸部の交通の軸とともに、大阪都市圏の安全性・
安心感を高める丘陵部の交通の軸として計画されている路線でもあります。
　事業化が予定されているのは、岸和田市・和泉市の境界～熊取町の国道
170号までの区間（約9.5km）となっています。岸和田市では、岸和田市・
和泉市の境界～府道春木岸和田線（岸和田中央線）の区間が先行して事業着
手する工区となっており、その中で大きな交通結節点となるフタツ池交差点
を中心としたエリアで、今、まちづくりに取り組んでいます（赤枠内）。
　岸和田の新しい拠点となるこのエリアの愛称を「山直東」として、今後、
次の100年に向けて、まちの活性化、にぎわいの創出、利便性の向上を図り、
持続可能なまちづくりを進めていきます。

新規路線（山直線）バスの導入（11月7日㈪実証運行開始）
事業着手が予定されている泉州山手線を含む本市山手地区において公共
交通再編の一環として、昨年度まちびらきが行われたゆめみヶ丘岸和田や
山直東の交通広場を結ぶ新規路線（山直線）バスを、道の駅 愛彩ランド～
和泉中央駅間で 11月７日㈪から実証運行を開始します。運行ルートは下
図「◆新規ルート」のとおりです。運行ダイヤは、路線バスの利用を定着
させる工夫として、朝の通勤時間帯は 1時間に３本、夕方は 1時間に２
本のダイヤを設定する予定です。現在バス事業者である南海ウイングバス
株式会社が道路運送法の手続きを行っています。
　多くの方に利用していただくと、実証運行路線が継続的に運行されます。
市民の皆さんの利用をお願いします。

「より便利」、「より暮らしやすい」を実現するために
新拠点交通広場を整備
泉州山手線と沿道のまちづくりと並行して、岸和田市では「より便利」、

「より暮らしやすい」まちを実現していくために、第一段階として新しい
拠点となる「山直東」でバスなどの公共交通を充実させるなど、より魅力
を高める公共交通軸の形成に向けた取り組みと、次の 100 年へのまちづ
くりの起爆剤として、新拠点交通広場を整備しています（下完成イメージ
図参照）。
　ここでは、新規路線である山直線のバス停留所（山直東）や、一般車両
およびタクシーの乗降場を設け、交通広場の中央には車両の一時待機場も
設けています。

移動がスムーズなまちづくり スマートシティの取り組み
近年、移動に不安があり外出を控えることがある、駅やバス停があっても
そこまで行くことが難しいなど、移動に不便を感じる声をよく聞くようにな
りました。そういったことから、山直東では、新拠点交通広場を中心とした
「移動がスムーズなまちづくり」にも取り組んでいきます。
　具体的には、スマートシティの取り組みを通じて、基幹的な公共交通機関
としての新規路線バスと、そのバス停と自宅（目的地）の移動を支えるため
の様々な次世代小型モビリティ（自動車よりも小回りが利く、1～2人乗り
程度の乗り物）を活用できるよう、検討を進めていきます。
　この「山直東」での取り組みを広げることで、周辺の地域も含めて、人
の移動がスムーズになり“にぎわい”が創出されることを期待しています。

三田町

三田町

三田町

包近町

包近町包近町

包近町

交通結節点交通結節点

N

至和泉中央駅至和泉中央駅

至道の駅 愛彩ランド至道の駅 愛彩ランド

新規路線バスの導入

新拠点交通広場新拠点交通広場

磯
之
上
山
直
線

磯
之
上
山
直
線都市

計画
道路
泉州
山手
線

都市
計画
道路
泉州
山手
線

藤池公園南
交差点

藤池公園南
交差点

フタツ池
交差点

モビリティイメージ
イベント当日は様々な
モビリティを準備します。

「この地域が一番バランスのとれた住みやすいまちやね」
と言ってもらえるようなまちに。

株式会社フジタ
西田真司さん

「山直東」のまちづくり実現
に向けて、地域の皆さんの想

おも

いを第一に、最適な事業手法
を提案します。

山直東まちづくり
研究会代表
信貴正憲さんに

まちづくりへの思いを
お聞きしました

　山直地区は、住宅、商業地、工業地、田畑・山のバランスの
とれた住みやすい地域です。田舎でもない、街でもない、そん
なちょうどいいバランスの地域だと思っています。でも、住み
やすいけれど、公共の乗り物には不便さを感じています。久米田

駅は快速電車が止まらない、バスも旧の牛滝街道しか通っていない。
もうすぐ団塊の世代の人も免許証を返納する年齢になります。そんな中で、ここに
交通網の核となる施設ができるのは非常に楽しみです。若い人も含め、和泉中央駅
を利用する人は多いです。磯之上山直線にバス路線がなく、三田の中を通っていく
路線があればという意見もあったので、和泉中央駅へ行きやすくなるのはありが

たいですね。山直東まちづくり研究会の代表にな
り、地域の期待を背負っているという責任感と地
域の活性化に役に立てるという喜びを感じていま
す。今はこの開発の区域は大半が市街化調整区域。
それが市街化区域になると選択肢が増えてきます。
土地を活用するチャンスが生まれるので期待が大
きいです。活気にあふれ、でも安堵感がある、岸
和田の中でこの地域が一番バランスの取れた住み
やすいまちやねと言ってもらえるようなまちにし
ていきたいですね。

山直東まちづくり研究会代表
信貴正憲さん

移動がスムーズなまちづくり　未来イメージ

　大日本印刷株式会社では「誰が・何を使って・移動するか」を独自の認証技術でつなぎ、
スマートフォンを持っていない、使い慣れていない人でも移動サービスが利用できる
デジタルサイネージや、NFCポスターを使った仕組みを提供しています。
　また皆さんが外出したくなる、移動が楽しくなる情報を発信していくことで、誰一
人取り残さないスマートシティの実現を目指していきます。

※デジタルサイネージ…ディスプレイなどの表示機器を使って情報を発信するメディアの総称。
　NFCポスター…NFC（近距離無線通信技術）タグを装着したポスター。対応スマートフォンをかざすと
　　　　　　　　 ポスターの関連情報を取得できる。

新拠点交通広場開設記念イベントを開催

バスってどうやって乗るの？
　　　　　　  ～公共交通に親しみを持ってもらうために～
■記念式典（11月 5日㈯）
　新規路線バス実証運行開始と新拠点交通広場の開設を記念して、関係者を対象
に記念式典を道の駅 愛彩ランド（岸の丘町3丁目）と新拠点交通広場（三田町）
で開催します。

■開設記念イベント（11月 6日㈰）
　バスをもっと身近に・気軽に利用して頂けるよう、イベントを
開催します。詳しくは市ホームページをご確認ください。
場所　新拠点交通広場（三田町）

イベント 内容
試走体験 実際にバスに乗車し、新規ルートを試走します。
バスの乗り方教室 バスの利用方法について、乗車から降車までの流れを学びます。
モビリティ体験 モビリティと公共交通の乗り継ぎを体験します。

イベント情報は
こちらから ■実証運行開始（11月 7日㈪）

　道の駅 愛彩ランド～和泉中央駅間
の路線バス実証運行が始まります。
今後、市ホームぺージで随時情報を
発信します。

◆新規ルート

実証運行につい
てはこちらから

開設記念イベントで設置予定の
デジタルサイネージ
バスの運行状況やモビリティと
の乗り継ぎ案内の情報などをお
知らせします。

特集

大日本印刷株式会社
高木伸和さん

山直東まちづくり
研究会代表
信貴正憲さんに

まちづくりへの思いを
お聞きしました

駅は快速電車が止まらない、バスも旧の牛滝街道しか通っていない。

◆新規ルート

開設記念イベントで設置予定の開設記念イベントで設置予定の

（完成イメージ図）
★新拠点交通広場

至和泉中央駅至和泉中央駅

フタツ池フタツ池
交差点交差点
フタツ池
交差点山側

磯之上
山直線

海側

至和泉中央駅

※写真撮影時のみマスクを外しています。

私たちがお手伝いしています！

私たちがお手伝いしています！
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６日㈰）　時午前11時～午後６時
半（花火は午後６時～６時20分）　
場蜻蛉池公園（三ケ山町）　問（一
社）岸和田シティプロ
モーション推進協議会
 447－5122

中井均特別記念講演会

日・時11月３日㈷午後１時～３時　
場二の丸広場観光交流センター（岸
城町）　内第１部…城郭研究の第一
人者である中井均氏の「岸和田城」
についての講演会、第２部…特別
対談（中井均氏と郷土文化課職員）　
定60人（抽選）　申・問10月15日
㈯までにQRコードか
ら岸和田市観光振興協
会へ 436－3430

青少年指導員協議会60周年記念
式典“見つめよう未来”～青少年
の健やかな成長を～

日11月26日㈯　時第１部…午後０
時45分～２時、第２部…午後２時
15 分～４時　内第１部…記念式
典、第２部…川崎亜沙美氏（女優）
による講演や市内高校ダンス部に
よるパフォーマンス、バンドグル
ープによる演奏、パネル展、子ど
も向けのイベント　場南海浪切ホ
ール（港緑町）　問市立公民館

423 － 9615　 423 － 3011

科学実験教室「化学で光る水」

対小学１～4年生　日・時10月29
日㈯午後２時～３時　場東岸和田
市民センター（土生町４丁目　リ
ハーブ４階）　講𠮷田恭子氏（「ゆ
とり」代表）　費500 円（材料費。
当日徴収）　定８人（申込先着順）　
申・問10月 11日㈫午前10時から
旭図書館へ 428－ 6200

祝日おたのしみ会

②③は事前に申し込みが必要です。
対幼児～小学生（②は５歳以上）　
日11 月３日㈷
■①おりがみ「ペン立て」
時午前 11時　場春木図書館（春
木若松町）　定10 人（当日先着順）　
問春木図書館 436－ 0679
■②ボードゲームであそぼう
時午前11時　場桜台図書館（下松
町４丁目）　定３組（申込先着順）　
申・問10 月 27 日㈭から桜台図書
館へ428－9230
■③工作
　「牛乳パックで手帳をつくろう」
時午後２時　場八木図書館（池尻
町）　定６人（申込先着順）　申・問10
月 26 日㈬から八木図書館へ

443－ 6849

講師デビュー応援企画
「親子で英会話にトライしよう！」

歌ったり踊ったり楽しみましょう。
対初めて英語に触れる３歳～就学
前児童と保護者　日・時11月５日
㈯・12日㈯・26日㈯午前11時～
正午（全３回）　場市立公民館（堺
町）　講石畠民子氏（元オースト
ラリア総領事館勤務）　費1,000 円
（材料費）　定６組（抽選）　申・問10
月 20 日㈭までにQR
コードから市立公民館
へ 423－ 9616

子育て支援者講座

子育て支援に携わっている人、興
味のある人を対象とした講座です。
日・時11 月 15 日㈫午後１時半～
３時　場子育て支援センターさく
らだい（尾生町５丁目）　定15 人
程度（申込先着順）　申・問10 月
25日㈫までに電話またはファクス
（住所、氏名、電話番号を記入）で
子育て支援センターさくらだいへ
 445－ 1962  445－ 1963

岸和田デジタルポイントラリー

市制施行100周年にちなみ、市内
の名所や施設100スポットを巡る
ポイントラリーです。ポイントを
ためて、豪華賞品をゲットしまし
ょう。詳しくはホームページをご
確認ください。
期間10月13日㈭～ 11月12 日㈯　
問岸和田TMO事務局　
岸和田商工会議所内

439 － 5023

泉州ゆかりコレクション

第３回目は、「明治期に発行され
た新聞 岸和田編」です。岸和田
ゆかりの小説も紹介します。
期間10 月 16 日㈰～ 12 月４日㈰　
場図書館本館（岸城町）　講万代
博史氏（郷土史研究家）　問図書
館本館 422 － 2142

シルクロード音楽の旅
「但願人長久」with JC 民俗楽団

対市内在住者　日・時10月 16日㈰
午後２時開演　場自泉会館（岸城
町）　曲目雨碎江南、敕勒歌、英雄
ポロネーズ、白い馬ほか　出演者
劉
リュウイ

偉（歌、笛）、陳
チン　イ

（二胡）、久保比
呂誌（津軽三味線）、次郎丸智希（ピ
アノ）、郭

カクエイ

鋭（舞踊）　チケット2,000
円（当日販売）　定50人（申込先着
順）　申・問電話で日中友好協会事
務局へ 090－8886－2161

ばらサミット開催記念モニュメ
ント花壇へ飾りつけ参加者募集

対小学生以下の子と保護者　日・時
10月29日㈯午前10時半～正午　
場まなび中央公園ばら園（西之内
町）　定15組（申込先着順）　申・問
10 月 19日㈬（必着）までに申込
用紙（市ホームページからダウン
ロード可）に必要事項を記入し、
郵送または電子メールで水とみど
り課へ〒596－ 8510　 423 －
9579　{rose-summit@city.kishi
wada.osaka.jp

特別展
岸和田の海と山と人・100年の物語

市内の自然 100 年のあゆみを標
本や資料で紹介します。４歳以下
は保護者同伴でお越しください。
期間10月29日㈯～来年１月15日
㈰（月曜日、12月 28日㈬～１月
３日㈫は休館。その他の休館日は
要問い合わせ）　場自然資料館（堺
町）　費高校生以上400円（入場
料）　問自然資料館 423－ 8100
※展示準備のため、10月 26日㈬
～28日㈮は臨時休館します。

第 1回 kcp 岸和田未来花火
～ウチらの 100 円募金花火～

市民の募金によって打ち上げる花
火大会です。当日は、キッチンカ
ーや物販ブースなどのイベントが
盛りだくさんです。詳しくはホー
ムページをご確認ください。
日10月30日㈰（悪天候時、11月

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止・変更になる場合があります。
催しなどに参加の際は、マスクを着用し感染症予防対策をお願いします。

イベント情報
費用は特に記載がない限り無料

対…対象　日…日程　時…時間
場…場所　内…内容　講…講師
費…費用　定…定員　保…保育
申…申し込み　問…問い合わせ
記載のない市外局番は「072」

岸和田市市制施行
100周年記念事業

広
告

広
告

広告掲載については広告掲載については 合ＩＭ総合企画合ＩＭ総合企画 072－ 275－ 5449072－ 275－ 5449 ㈱朝日オリコミ大阪㈱朝日オリコミ大阪 06－ 6226－ 131406－ 6226－ 1314 ㈱宣成社㈱宣成社 06－ 6222－ 688806－ 6222－ 6888 ㈱ウィット㈱ウィット 072－ 668－ 3275072－ 668－ 3275

子育て
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ッキ家」より“ああ、幾度か”ほ
か　出演者松原みなみ・渡邊諭子

（ソプラノ）、谷村綾香（ピアノ）　
チケット1,200 円（当日 200 円増。
自泉会館で販売）　問岸和田文化
事業協会 437 － 3801

第73回 市展受賞作品展を開催

期間11 月３日㈷～６日㈰　時午
前 10 時～午後５時（初日は午前
９時半から、最終日は午後４時ま
で）　場マドカホール（荒木町１
丁目）　展示物洋画、写真、書、
日本画、陶芸、俳画　問マドカホ
ール 443 － 3800

文化の日祝典記念事業
時代を楽しむ音楽会　古典派編
～“私たち”の音楽の幕開け～

ピアノ演奏に解説を交えた古典派
の演奏会をお届けします。
日・時11 月３日㈷午後１時半（30
分前開場）　場マドカホール　出
演者原由莉子（ピアノ）、谷村悟

史（ナビゲーター）　定150 人（抽
選）　申・問10 月 19 日㈬（必着）
までに往復はがきまたは電子メー
ル（住所、氏名、電話番号、人数〈２
人まで〉を記入）でマドカホール

「文化の日祝典」係へ〒 596 －
0004 荒木町１丁目 17 －１ 

443 － 3800 {shukuten@city.
kishiwada.osaka.jp

ストリートピアノ in 自泉会館

自泉会館（岸城町）のピアノで演
奏してみませんか。だれでも自由
に弾くことができます。
日11 月６日㈰・８日㈫・10 日㈭・
11 日㈮・13 日㈰・15 日㈫～ 19
日㈯　時午後６時～８時　問岸和
田文化事業協会 437 － 3801

市民スポーツ大会参加者を募集

種別や予備日など、詳しくはお問
い合わせください。
問スポーツ振興課 447 － 7072
■クレー射撃
対市内在住・在勤・在学者で銃所
持許可者　日・時10 月 15 日㈯午
前 10 時　場岸和田国際射撃場（大
沢町）　申・問10 月 14 日㈮まで
に電話でクレー射撃連盟・河畑へ
 090 － 3621 － 6784
■居合道
対市内在住・在勤・在学者　日・時10
月 16 日㈰午前 10 時　場市民道
場心技館（岸城町）　申・問10 月
14 日㈮までに電話で市民道場心
技館へ 422 － 7378　※月・水・
金曜日の午後７時以降のみ。
■健康体操
対市内在住・在勤・在学者　日・時10
月19日㈬午前10時　場中央体育
館（作才町１丁目）　費500円 定80
人（申込先着順）　申・問電話で健
康体操連盟・大森へ 070 － 859
9 － 8660
■ソフトテニス（シニア）
対45 歳以上の市内在住・在勤者　
日・時11月３日㈷午前９時半　場野
田公園テニスコート（野田町２丁
目）　費2,000 円　申・問当日まで
に電話でソフトテニス連盟・小林
へ 090 － 1909 － 2172
■ソフトバレーボール
対市内在住・在勤者　日・時11月13
日㈰午前９時半　場中央体育館　
費１チーム 2,500 円　申・問11月６
日㈰までに電話でソフトバレーボ
ール連盟・橋本へ 090－5121
－0657
■柔道
対市内在住・在勤・在学者　日・時11
月13日㈰午前９時半　場総合体育
館（西之内町）　申・問11月２日㈬
までに電話で幼児・小学生は今口

道場へ 427－8419、中学生以
上は春木中学校・谷藤へ 423－
0006
■卓球
対市内在住・在勤・在学者　日・時11
月 20 日㈰午前９時 20 分　場総
合体育館　費ジュニア…200 円、
一般…500 円　申・問10 月 25 日
㈫までに直接または電話・ファク
スでスポーツ振興課へ 447 －
7072　 423 － 5030　 ※ 中 央
体育館の窓口でも申し込めます。

第 42 回市民スポーツカーニバル

駐車場（有料）は大変混雑します
ので、車は乗り合わせてお越しく
ださい。
日・時11 月３日㈷午前９時（雨天
中止）　場まなび中央公園（西之内
町）　内校区対抗綱引き合戦・リ
レー、紅白玉入れ、人文字で「祝
100 周年」作りなど　問スポーツ
振興課 447 － 7072

第68回 自泉フレッシュコンサート

音楽を学び、プロフェッショナル
として歩み始める新人演奏家によ
るコンサートです。
日・時10 月 28 日㈮午後６時半開
演（30 分前開場）　場自泉会館

（岸城町）　曲目オペラ「椿姫」よ
りヴィオレッタのアリア“そは彼
の人か～花から花へ”（ヴェルデ
ィ）、ドゥムカ～ロシアの農村風
景～ Op.59（チャイコフスキー）、
オペラ「カプレーティ家とモンテ

教室名 対象 日程 場所 費用

ノルディック
ウォーキング 一般

10/5 ㈬・
12 ㈬

宮の池公園
（別所町 3 丁目）

各
500 円

10/19 ㈬・
26 ㈬

ときわ公園
（上松町）

各
500 円

陸上教室
（短距離走） 小学生 10/8 ㈯・

22 ㈯
まなび中央公園

（西之内町）
各

1,200 円

健康維持
ストレッチ 一般

10/11 ㈫ 東ケ丘第一公園
（東ケ丘町） 無料

10/14 ㈮ 土生公園
（土生町 4 丁目） 無料

10/17 ㈪ 天神山キリン公園
（天神山 2 丁目） 無料

はらっぱ教室 小学
1 ～ 3 年生

10/15 ㈯ ときわ公園 500 円
10/29 ㈯ 包近公園（包近町） 500 円

①グラウンドゴル
フ体験会
②走り方教室

①一般
②小学生 10/16 ㈰ 久米田公園運動広場

（岡山町）
各

500 円

健康テニス 一般 10/17 ㈪ 野田公園テニスコー
ト（野田町 2 丁目） 1,000 円

①グラウンドゴル
フ体験会 ②ニュ
ースポーツ体験会

①一般
②小学生

（保護者も可）
10/22 ㈯ 久米田公園運動広場 各

500 円

高齢者のための
ストレッチ 一般 10/24 ㈪ 牛ノ口公園

（上野町東） 無料

市内公園・運動広場教室
時午前 10 時～ 11 時（陸上教室は午前 9 時～ 10 時）
申・問前日までに電話で総合体育館へ 441－9200

総合体育館（西之内町）の各教室
申・問前日までに電話（◆はファクスも可）で総合体育館へ 441 －

9200  441 － 9204
教室名 対象 日程 時間 費用

無料体験会
キッズチアダンス

① 4 歳～
小学 1 年生
②小学 2 ～
6 年生

10 月の月曜日
（10/10 ㈷を除
く）

① 16:30 ～ 17:30
② 17:45 ～ 18:45

1 回
無料

ラララフィット
～加齢に負けない
健康プログラム～

60 歳以上 10 月の木曜日 9:30 ～ 10:30 1 回
無料

手話でゆったり
ストレッチヨガ◆ 聴覚障害者 10/22 ㈯・29 ㈯ 9:30 ～ 10:30 無料

体育館のスポーツ教室
その他の
ヨガや太極拳
などは
こちらから

スポーツ

自泉会館のピアノ

芸術・文化

未来を担う子どもたちの
心に寄り添うために
　子どもたちとの向き合い方について
質疑応答を交えてお話しします。
場市立公民館（堺町）
講西林幸三郎氏（臨床心理士）
定各 50 人程度（申込先着順）

講座名 対象 日時

① 教育者にでき
ることとは

教育
関係者

11/10 ㈭
16:30 ～ 18:30

② 大人にできる
こととは 成人 11/12 ㈯

14:00 ～ 16:00

まちづくり実践プロジェクト市制施行100周年記念事業

申・問電話または電子メール（講座名、氏名、電話番号を記入）で工房パステ
ルハウス（数宝）へ 443 － 7220　{kobo_pastel_house@yahoo.co.jp

こんな街に住みたいなぁ！ in 岸和田
　家やお店、公園などを自由に工作
して大きな街を作ります。
日・時11月13日㈰午後1時半～4時
場春木市民センター（春木若松町）
講工房パステルハウス
費100 円（傷害保険料）
定20 組程度（申込先着順）

過去の市民スポーツカーニバル
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弁護士夫
ふ う ふ

夫のカラフル DAYS！

性の多様性について、改めて理解性の多様性について、改めて理解
を深めてみませんか。を深めてみませんか。
日・日・時時1010月月1616日㈰午後２時～４時日㈰午後２時～４時
場場男女共同参画センター（加守町男女共同参画センター（加守町
４丁目）　４丁目）　講講南和行氏（なんもり法南和行氏（なんもり法
律事務所弁護士）　律事務所弁護士）　定定3030 人（申込人（申込
先着順）　先着順）　保保２歳～就学前児童６２歳～就学前児童６
人（申込先着順。傷害保険料人（申込先着順。傷害保険料 100100
円。円。1010 月７日㈮までに要申し込み）　月７日㈮までに要申し込み）　
申・申・問問電話またはファクス・電子メ電話またはファクス・電子メ
ール（講座名、住所、氏名、電話ール（講座名、住所、氏名、電話
番号、保育希望者は子の氏名・生番号、保育希望者は子の氏名・生
年月日・性別・アレルギーの有無年月日・性別・アレルギーの有無
を記入）で男女共同参画センターを記入）で男女共同参画センター
へへ 441 － 2535　 441 － 2536
{{danjoc@city.kishiwada.osaka.jp

「自泉 灯
あ か

りのワークショップ」
参加者を募集

時時午前午前 1010 時～正午　時～正午　定定各各 1010 人人
（申込先着順）　（申込先着順）　申・申・問問各開催日の各開催日の
１週間前までに電話で岸和田文化１週間前までに電話で岸和田文化
事業協会へ事業協会へ 437 － 3801
■籐

と う

を編んで優しい灯り
日日1010 月月 1616 日㈰・日㈰・3030 日㈰　日㈰　場場西念西念
陶器研究所（三田町）　陶器研究所（三田町）　費費2,502,5000
円（材料費）円（材料費）
■麻ひもを使ったボール状の灯り
日日1111 月６日㈰　月６日㈰　場場自泉会館（岸自泉会館（岸
城町）　城町）　費費1,5001,500 円（材料費）円（材料費）
■陶器でつくる温もりのある灯り
日日1111 月月 1212 日㈯・日㈯・2323 日㈷　日㈷　場場自自
泉会館　泉会館　費費3,0003,000 円（中学生以下円（中学生以下
2,0002,000 円。材料費）円。材料費）

小栗街道ってどんなみち？
小栗って誰のこと?!

「「説説
せっきょう

経経 小栗の道行き」を通して、小 小栗の道行き」を通して、小
栗街道について考えてみましょ栗街道について考えてみましょう。う。

日・日・時時1010月月3030日㈰午後２時～３時日㈰午後２時～３時
半　半　場場男女共同参画センター（加男女共同参画センター（加
守町４丁目）　守町４丁目）　講講　間勘史卯（髙　間勘史卯（髙
松弘子）氏　松弘子）氏　定定3030 人（申込先着順）人（申込先着順）
申・申・問問電話またはファクス・電子メ電話またはファクス・電子メ
ール（講座名、住所、氏名、電話番ール（講座名、住所、氏名、電話番
号を記入）で人権・男女共同参画号を記入）で人権・男女共同参画
課人権推進担当へ課人権推進担当へ 429 － 9833　
 441 － 2536 {{jinkens@city.
kishiwada.osaka.jp

2022 だんじり祭ハイライト
～あの感動をもう一度！～

現在放映中の映像に加え、今年の現在放映中の映像に加え、今年の
祭礼ハイライトシーンを大型マル祭礼ハイライトシーンを大型マル
チビジョンに放映します。チビジョンに放映します。
期期間間1111 月５日～月５日～ 2727 日の土・日日の土・日
曜日、祝日　曜日、祝日　時時午前午前 1010 時半、午時半、午
後１時半、午後３時　後１時半、午後３時　場場だんじりだんじり
会館（本町）　会館（本町）　費費高校生以上高校生以上 600600
円、小・中学生円、小・中学生 300300 円（入場料）　円（入場料）　
問問岸和田市観光振興協会岸和田市観光振興協会 436
－ 0914

古文書学からみる久米田寺文書

古文書学・歴史学の観点から国の古文書学・歴史学の観点から国の
重要文化財である久米田寺文書の重要文化財である久米田寺文書の
様式や当時の社会情勢などを学び様式や当時の社会情勢などを学び
ます。ます。
日・日・時時1111 月５日㈯午後２時～３時月５日㈯午後２時～３時
半　半　場場八木市民センター（池尻町）　八木市民センター（池尻町）　
講講三好英樹氏（府教育庁文化財保三好英樹氏（府教育庁文化財保
護課職員）　護課職員）　定定5050 人（申込先着順）　人（申込先着順）　
申・申・問問1010 月月 1515 日㈯から電話で八日㈯から電話で八
木市民センターへ木市民センターへ 443 － 6848

朝陽まつり 2022

クラブ活動の紹介や手作り作品のクラブ活動の紹介や手作り作品の
展示、体験会、落語会などを行い展示、体験会、落語会などを行い
ます。落語会のみ事前申し込みがます。落語会のみ事前申し込みが
必要です。必要です。
日・日・時時1111 月６日㈰午前月６日㈰午前 1010 時～午時～午
後３時　後３時　場場高齢者ふれあいセンタ高齢者ふれあいセンタ

ー朝陽（下野町５丁目。駐車場なー朝陽（下野町５丁目。駐車場な
し）　し）　定定落語会…3030 人（申込先着人（申込先着
順）　順）　申・申・問問1010 月６日㈭から電話月６日㈭から電話
で高齢者ふれあいセンター朝陽へで高齢者ふれあいセンター朝陽へ
 438 － 4456

図書館友の会 文学歴史散歩

対対 市 内 在 住 者　市 内 在 住 者　 日日1111 月 ９ 日 ㈬　月 ９ 日 ㈬　
出発出発図書館本館（岸城町）…午前午前
８時８時 4040 分、分、南海岸和田駅東側…
午前９時（午後４時半頃帰館予定）　午前９時（午後４時半頃帰館予定）　
場場南方熊楠記念館（和歌山県西牟南方熊楠記念館（和歌山県西牟
婁郡白浜町）　婁郡白浜町）　費費7,0007,000 円（入館円（入館
料ほか）　料ほか）　定定3030 人（申込先着順）　人（申込先着順）　
申・申・問問1010月８日㈯午前月８日㈯午前 1010 時から図時から図
書館本館へ書館本館へ 422 － 2142　※前
日・当日のキャンセルは参加費用
の半額を徴収します。

講師デビュー応援企画「素敵な
水引アクセサリーを作ろう！」

時時午前午前 1010 時～正午　時～正午　場場市立公民市立公民
館（堺町）　館（堺町）　講講羽室はづき氏（アク羽室はづき氏（アク
セサリー作家）　セサリー作家）　定定各各 2020 人（抽選）　人（抽選）　
申・申・問問1010月月3030日㈰まで日㈰まで
に QRコードから市立に QRコードから市立
公民館へ公民館へ 423－9616
■淡路結びと梅結びのアクセサリー
対対小学４年生以上小学４年生以上 日日1111月月1212日㈯　日㈯　
費費500500 円（材料費）円（材料費）
■特別な日のヘアアクセサリー
対対高校生以上　高校生以上　日日1212 月月 1010 日㈯　日㈯　
費費1,5001,500 円（材料費）円（材料費）
■願いが叶う叶結びのアクセサリー
対対小学４年生以上　小学４年生以上　日日来年来年１１月月1414
日㈯　日㈯　費費500500 円（材料費）円（材料費）

岸和田ブックフェスタ 2022 秋
DIY でまちライブラリーの
本棚をつくろう！

つどいの場「たんぽぽ」（内畑町）につどいの場「たんぽぽ」（内畑町）に
開設予定のまちライブラリーの本開設予定のまちライブラリーの本
棚を作ってみませんか。小学生以棚を作ってみませんか。小学生以

下は保護者同伴でお越しください。下は保護者同伴でお越しください。
日・日・時時1111 月月 1212 日㈯午前日㈯午前 1010 時～時～
正午　正午　費費1,0001,000 円（材料費ほか。
当日徴収）　定10 組（１組２名ま
で。申込先着順）　申・問10 月 31
日 ㈪ ま で に QR コ ー
ドから図書館本館へ

422 － 2142

宇宙のお話
～矢治健太郎さんに聞く～partⅡ
星座盤を使ってみよう

宇宙のお話の後、実際に外に出て宇宙のお話の後、実際に外に出て
星座盤で星空を見ます。星座盤で星空を見ます。
対対小学生（保護者参加可）　小学生（保護者参加可）　日・日・時時1111
月月1313日㈰午後６時（日㈰午後６時（1515 分前受け付分前受け付
け）　け）　場場自泉会館（岸城町）　自泉会館（岸城町）　講講矢矢
治健太郎氏（自由科学研究機構 UR治健太郎氏（自由科学研究機構 UR
A 職員）　A 職員）　費費1,0001,000 円（資料代ほか）円（資料代ほか）
定定3030 人（申込先着順）　人（申込先着順）　申・申・問問1010
月４日㈫午前月４日㈫午前 1010 時から電話で岸和時から電話で岸和
田文化事業協会へ田文化事業協会へ 437 － 3801

常盤女性学級公開講座
「なるほど！ 世界遺産講座」

対対成人　成人　日・日・時時1111 月月 1717 日㈭午後日㈭午後
１時半～３時　１時半～３時　場場桜台市民センタ桜台市民センタ
ー（下松町４丁目）　ー（下松町４丁目）　講講木下義久氏木下義久氏

（NPO 法人世界遺産アカデミー認（NPO 法人世界遺産アカデミー認
定定講師）　定20 人（申込先着順）　
申・問10 月 18 日㈫から電話で桜
台市民センターへ 428 － 9229

本格ティ・シュトレンづくりに挑戦

少し難易度高めなドイツの伝統菓少し難易度高めなドイツの伝統菓
子を作りましょう。子を作りましょう。
日・日・時時1111月月2626日㈯午後１時～４時日㈯午後１時～４時
半　半　場場市立公民館（堺町）　市立公民館（堺町）　講講遠山遠山
智美氏（パン教室主宰）　智美氏（パン教室主宰）　費費2,0002,000
円（材料費ほか）　円（材料費ほか）　定定1212 人（抽選）　人（抽選）　
申・申・問問1111 月１日㈫まで月１日㈫まで
に QR コードから市立に QR コードから市立
公民館へ公民館へ 423 － 9616

趣味・教養

場所・問合 日程 場所・問合 日程
市立公民館・中央地区公民館市立公民館・中央地区公民館

（堺町　（堺町　 423423 －－ 96169616）） 10/10/3030 ㈰㈰ 葛城上地区公民館
（塔原町　 478 － 8016） 1010//1515 ㈯・㈯・1616 ㈰㈰

市立公民館分館市立公民館分館
（春木若松町　（春木若松町　 436436 －－ 45004500）） 1212/3 ㈯・4 ㈰/3 ㈯・4 ㈰ 山直地区公民館

（三田町　 441－ 1451） 11/19 ㈯・20 ㈰

春木地区公民館・春木青少年会館
（春木宮川町　 422 － 0303） 11/5 ㈯・6 ㈰ 久米田青少年会館

（岡山町　 445 － 1155）
1010//2222 ㈯・㈯・2323 ㈰・㈰・
3030 ㈰㈰

葛城地区公民館葛城地区公民館
（土生滝町  （土生滝町   428428 － 1787） ） 

1010//1515㈯・㈯・2222㈯・㈯・
2323 ㈰㈰

光明地区公民館光明地区公民館
（尾生町　（尾生町　 441441 － 8889） 11/5 ㈯・6 ㈰

光陽地区公民館
（並松町　 439 － 4786） 10/22 ㈯・23 ㈰ 新条地区公民館

（荒木町 2 丁目　 441 － 4123） 11/12 ㈯・13 ㈰

山滝地区公民館山滝地区公民館
（稲葉町　（稲葉町　 479479 － 0898） 10/22 ㈯・23 ㈰ 八木地区公民館

（池尻町　 443 － 6848） 1111 ～～ 1212 月月

城北地区公民館
（吉井町 1 丁目　 445 － 8578） 10/22 ㈯・23 ㈰ 常盤地区公民館

（下松町 4 丁目　 428 － 9229） 1111//2424 ㈭～㈭～2727 ㈰㈰

大芝地区公民館大芝地区公民館
（磯上町 1 丁目　（磯上町 1 丁目　 439439 － 5900） 1010//1515 ㈯・㈯・1616 ㈰㈰ 箕土路青少年会館箕土路青少年会館

（箕土路町 2 丁目　（箕土路町 2 丁目　 444444 － 2097） 1010//2929 ㈯・㈯・3030 ㈰㈰

天神山地区公民館天神山地区公民館
（天神山町 2 丁目　（天神山町 2 丁目　 426426 － 3801）10/22 ㈯ 大宮地区公民館・男女共同参画センター

（加守町 4 丁目加守町 4 丁目  444 － 7138） 11/19 ㈯・20 ㈰

公民館まつり 　陶芸や書道などの作品の展示や、歌や舞踊の発表の場です。時間
など、詳しくは各館へお問い合わせください。

わくわくミニフェスタ（展示の部）わくわくミニフェスタ（展示の部）
　旭地区公民館で活動している団体が、
日頃の活動を通じて創作した作品などを
展示します。詳しくは市ホームページを
ご確認ください。
日・時11 月 5 日㈯・6 日㈰午前 10 時～午後 4 時
場東岸和田市民センター（土生町4丁目　リハーブ4階）
展示物手芸、水彩画、ステンドグラス、ワンストロー

クペイント、ペン習字、紙粘土、陶芸ほか
問東岸和田市民センター 428 － 6711

前回のわくわくミニフェスタの展示物
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おうちでできる健康づくり

各ライフステージに適した運動な
どの動画や情報を市ホームページ
に掲載します。自宅で気軽に取り
組めますので、ぜひご覧ください。
期間来年３月 31 日㈮
まで　問保健センター
 423 － 8811

はあとふるシアター

日10月22日㈯　内・時第１部…「風
の匂い」午後２時、第２部…「あ
した咲く」午後２時50 分　場男女
共同参画センター（加守町４丁目）　
定各 30 人（当日先着順）　問男女
共同参画センター 429 － 9833

ココロとカラダの
WakuWaku ストレッチ

対女性　日・時10月23日㈰午前10
時～正午　場ころころはうす（野
田町１丁目）　講秋田悠伽氏（コミ
ュニケーションインストラクター）
定10人（申込先着順）　申・問電話
またはファクス・電子メール（住
所、氏名、電話番号を記入）で特
定非営利活動法人ここから Kit へ
 477 － 4776　{tsunagaris
apoto59@gmail.com

認知症ケア報告会（KDC報告会）

医師の講演、つどいの場「たんぽ
ぽ」による認知症支援の取り組み
報告会を開催します。
日・時10 月 26 日㈬午後１時半～
３時半　場福祉総合センター（野
田町１丁目）　講米本重夫氏（よ
ねもと診療所院長）　定50 人（当
日先着順）　問福祉政策課地域福

祉推進担当 423 － 9467

食生活改善推進員養成講座

食を通してボランティア活動をす
る食生活改善推進員を養成しま
す。詳しくは市ホームページをご
確認ください。
対本市の住民基本台帳に記載があ
る人　日10 月 28 日㈮～来年２月
27 日㈪（全８回）　時午前 10 時
～ 11 時半　場保健センター（別
所町３丁目）　定15 人（申込先着
順）　申・問10 月 13 日
㈭から電話で保健セン
ターへ 423 － 8811

がん患者サロン in 泉州

悩みや不安、体験談を聞いたり、
情報交換を行う場です。オンライ
ンで開催し、ミニレクチャー「免
疫力アップの食事～腸から始める
健康生活～」と交流会を行います。
対がん患者とその家族　日・時10
月 29 日㈯午後２時～３時　講金
谷幸（市管理栄養士）　申10 月
21 日㈮までに市民病院ホームペ
ージから　問医療マネ
ジメント課 445 － 1
000

ただちに減塩！ 高血圧改善教室

血圧を正しく理解し、おいしく減
塩する方法や効果的な運動を学び
ませんか。食生活を振り返り、塩
分摂取量を確認しましょう。
対本市の住民基本台帳に記載があ
る 40 ～ 69 歳の人で、血圧測定
値が収縮期血圧 140㎜ Hg 以上ま
たは拡張期血圧 90㎜ Hg 以上の
人　日・時11 月 15 日㈫、12 月６
日㈫・16 日㈮午後１時半～４時

（全３回）　場保健センター（別所
町３丁目）　講木村晋三氏（市医

師会）、市管理栄養士ほか　定12
人（申込先着順）　申・問電話で保
健センターへ 423 － 8811

自然資料館・ミニ実習

保護者を含む１団体３人以内でご
参加ください。
対３歳以上（小学生以下は保護者
同伴で）　日・内次表のとおり　時
①午後２時～３時 ②午後３時～４
時　場自然資料館（堺町）　講当
館アドバイザーほか　費高校生以
上 200 円（入場料。同伴者も必要。
10 月 30 日㈰は 400 円）　定各 10
人（①②ともに当日午後１時半
に抽選）　問自然資料館 423 －
8100

自然資料館の観察会

対小学生以上（小学生は保護者同
伴で。幼児同伴不可）　費①② 50
円（傷害保険料） ③ 1,000 円（バ
ス代ほか）　定各 20 人（抽選）　
申・問① 10 月 10 日㈷ ②③ 10 月
24 日㈪（必着）までに往復はがき
または電子メール（保護者を含む
参加者全員の住所、氏名、年齢か
学年、電話番号を記入）で自然資
料館①「カタツムリ」 ②「プランク
トン」 ③「ブナ林」係へ〒 596 －
0072 堺町６－５　 423 － 8100　

{sizen@city.kishiwada.osaka.jp
※１通の往復はがきまたは電子メ
ールで申し込みできる行事は１つ
まで。
■①身近な自然にすむカタツムリ
　観察会
日・時10 月 15 日㈯午前 10 時～
午後１時　場水間寺（貝塚市）　
講児島格氏（当館専門員）ほか　
■②まみずのプランクトン観察会
日・時11月12日㈯午後１時半～３時
半　場岸和田高校と岸和田城周辺

（岸城町）　講植野敏郎氏（当館ア
ドバイザー）、岸和田高校生物部
■③和泉葛城山のブナ林観察会
日・時11 月 13 日㈰午前 10 時～
午後３時　場和泉葛城山ブナ林　
講岡本素治（当館館長）、田中正
視氏（和泉葛城山ブナ林保護増殖
検討委員会委員）ほか

葉牡
ぼ た ん

丹を使った寄せ植え講習会

日・時11月25日㈮午後２時　場ま
なび中央公園管理棟　講溝口京子
氏（園芸研究家）　費1,500 円（材
料費）　定40 人（抽選）　申10 月
28 日㈮（必着）までに往復はが
きまたは電子メール（住所、氏
名、フリガナ、電話番号を記入）
でまなび中央公園管理棟「葉牡丹
を使った寄せ植え講習会」係へ〒
596 － 0044 西 之 内 町 42 － 35　
{midori-sports@kishiwada-
park.jp　※窓口で申し込む場合
は、返信用はがきまたはメールア
ドレスが必要です。　問岸和田市
公園緑化協会　総合体育館内

441 － 9200

日程 内容
10/2

㈰
チリメンモンスターを
さがそう

10/9
㈰

星砂さがしと星砂キーホル
ダーづくり（材料費 300 円）

10/10
㈷ チョウの鱗

り ん ぷ ん

粉転写

10/16
㈰

あれも恐竜の卵、これも恐
竜の卵（材料費 500 円）

10/23
㈰

埋蔵文化財センター（泉南
市）のミニ実習

10/30
㈰

岸和田産の鉱物
「藍

ら ん て っ こ う

鉄鉱」で絵を描こう

自然・環境

健康・福祉

なるほど！ 人権セミナー
　高齢者の人権がテーマの約 1 時間のセミナーです。人権啓発映画「カンパニュラ
の夢」（36 分）も上映します。お近くの会場へお越しください。申し込み不要です。
中止の場合は市ホームページに掲載しますのでご確認ください。
問人権・男女共同参画課人権推進担当 429 － 9833  441 － 2536

※福祉総合センターでの開催は手話通訳（11/9 ㈬までに要申し込み）・文字通訳があります。

【午後 7 時開始】
日程 場所

10/20㈭ 光明地区公民館（尾生町）
10/21㈮ 市立公民館（堺町）
10/27㈭ 新条地区公民館（荒木町2丁目）
11/8㈫ 八木市民センター（池尻町）
11/22㈫ 城北地区公民館（吉井町1丁目）

【午後 7 時半開始】
日程 場所

10/28㈮ 朝陽小学校（上野町西）
11/1㈫ 内畑町会館（内畑町）
11/2㈬ 桜台市民センター（下松町4丁目）
11/9㈬ 天神山地区公民館（天神山町2丁目）
11/11㈮ 山直市民センター（三田町）
11/15㈫ 大芝地区公民館（磯上町1丁目）
11/16㈬ 福祉総合センター（野田町1丁目）※
11/17㈭ 葛城地区公民館（土生滝町）
11/18㈮ 山滝地区公民館（稲葉町）

日程 場所
10/29㈯ 大宮地区公民館（加守町4丁目）

【午後 2 時開始】

周遊スタンプラリー「泉州・和歌山」
CycleRide2022 秋を開催します

10 月 7 日㈮～ 12 月 12 日㈪

　「泉州くるナビ」アプリを使って、自転車で泉州・
和歌山の 2 つのコースを回るスタンプラリーを開催
します。いずれかのコースを完走し、応募した人に完
走記念品のほか、抽選で泉州や和歌山県の特産品が当
たります。詳しくはホームページをご確認ください。
問 周 遊 ス タ ン プ ラ リ ー「泉 州・和 歌 山 」

CycleRide2022 秋事務局　東武トップツ
アーズ株式会社 221 － 5151
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景観資源を巡るウォーキング
with アスマイル（春木川緑道）

府健康アプリ（アスマイル）を利
用し、まなび中央公園から久米田
池の春木川緑道をウォーキングを
して岸和田市の景観を再発見しま
せんか。ぜひご参加ください。詳
しくは市ホームぺージをご確認く
ださい。
期間10月15日㈯～30
日㈰　問都市計画課景
観担当 423－9538

ビジネス講座 お疲れ様です！ お仕
事に立ち向かう方々に届けます。

場市立公民館（堺町）　申・問10 月
12 日㈬までに電話また
はQRコードから市立公
民館へ 423 － 9616
■自分でできる、肩、頭の疲れを
　とる身

か ら だ

体へのアプローチ
対女性　日・時10 月 19 日㈬午後
７時半～９時　講藤田美世氏（ピ
ラティスインストラクター）　定16
人（抽選）
■ストレスの感じ方、対応の仕方、
　防御法など
日・時10 月 22 日㈯午後２時～３
時半　講井山里美氏（エンパワメ
ント関西事務局長）　定20 人（抽
選）　保要問い合わせ
■アロマで第一印象は変わる？
　香りを味方につけよう
対男性　日・時11 月 25 日㈮午後７
時半～９時　講延与とも子氏（ア
ロマインストラクター）　費1,000

円（材料費）　定16 人（抽選）

第140 回 わだい浪切サロン

日・時10 月 19 日㈬午後７時～８
時半　場南海浪切ホール（港緑町）
及びオンライン配信　内日本人な
ら知っておきたい日本語の面白さ
～外国語と比べるとそのユニーク
な世界がみえてきた！～　講西山
淳子氏（和歌山大学教育学部准教
授）　定対面…30 人、オンライン
…80 人（申込先着順）　申・問10
月 18 日㈫午後５時までに電話ま
たは QR コードから和
歌山大学岸和田サテラ
イトへ 433 － 0875

はじめまして STORY 女性学級
公開講座「急なフリにも負けない 
話し方のコツ」

対成人女性　日・時10 月 22 日㈯
午後６時半～８時半　場市立公民
館（堺町）　講濱根順子氏（こえ
だしや代表）　定16 人（申込先着
順）　申・問電話または
QR コードから市立公
民館へ 423 － 9616

第 20 回 魚
な に わ

庭の海づくり大会
「知りつくせ！ 大阪湾の宝

た か ら も の

海」

大阪の漁業や大阪湾の魅力に触れ
てみませんか。稚魚放流体験、お
魚タッチングプールなどのイベン
ト開催や大阪産

も ん

の販売、大阪・関
西万博のPRも行います。詳しく
はホームページをご確認ください。
日・時10 月 23 日㈰午前 10 時～午
後３時（雨天決行）　場南海浪切ホ

ール（港緑町）　問魚庭
の海づくり実行委員会
事務局 422 － 4763

ファミリーキャンプ入門

キャンプグッズの紹介や、実際に
ドームテントを建てます。
対小学生以上の子がいる家族　日・
時10 月 29 日㈯午前９時半～正
午　場山滝地区公民館（稲葉町）　
講篠坂賢治氏（キャンプディレク
ター１級）　費30 円（傷害保険料）　
定８組（抽選）　申・問10 月 14 日
㈮までに QR コードか
ら山滝地区公民館へ

479 － 0898

旭地区公民館体験 WEEK

新しい趣味を見つけてみませんか。
体験内容や時間など、詳しくは市
ホームページをご確認ください。
日11月１日㈫～ 12月４日㈰　場東
岸和田市民センター（土生町４
丁目　リハーブ４階）　
問東岸和田市民センタ
ー 428 － 6711

どんチャカフェスタ
フリーマーケット出店者募集

日・日・時時1111 月月 1313 日㈰午前日㈰午前 1010 時～時～
午後 4 時　午後 4 時　場場かじやまち（北町、かじやまち（北町、
五軒屋町）　五軒屋町）　費費500500 円　円　申・申・問問電話電話
でで岸和田 TMO 事務局　岸和田
商工会議所内へへ 439 － 5023

第６回 空き家管理活用セミナー

空き家の予防と管理や相続につい空き家の予防と管理や相続につい
てのセミナーと、空き家に関するてのセミナーと、空き家に関する
個別相談会を実施します。個別相談会を実施します。
日日1111 月月 1313 日㈰　日㈰　時時セミナー…午午
後２時～３時半（後２時～３時半（30 分前受け付分前受け付
け開始）、け開始）、個別相談会…午後３時午後３時
半～４時半　半～４時半　場場福祉総合センター福祉総合センター

（野田町１丁目）（野田町１丁目）　　定定セミナー…70

人、人、個別相談会…６組（申込先着６組（申込先着
順）　順）　申・申・問問電話で住宅政策課住宅電話で住宅政策課住宅
政策担当へ政策担当へ 447 － 6513

フォークリフト運転技能講習

対普通自動車運転免許を持ち、失
業中のためハローワークに求職登
録し、資格を生かせる分野での就
労を希望している全回受講可能な
18 歳以上の市内在住者　日・時11
月５日㈯・14 日㈪・19 日㈯・28
日㈪のいずれかを開始日とする連
続した４日間（日曜日を除く）午
前９時から　場キシワダオペレー
ティングスクール（上松町２丁目）　
費15,000 円（テキスト代含む）　
定10 人（抽選）　申・問10 月３日
㈪～ 14 日㈮（必着）に往復はが
きまたは電子メール（講座名、住
所、氏名、ふりがな、年齢、性別、
電話番号、受講理由、希望の日程
２つを記入）で産業政策課労働政
策担当へ〒 596 － 8510　 423
－ 9621　{roudou-k@city.kish
iwada.osaka.jp　※電子メールで
申し込みの場合は要電話確認。

きしわだ障害者就職「模擬」面接会

参加者それぞれに合わせた面接の
コツを専門家から学べます。
対①本市の障害福祉サービスを利
用し、就職を目指している人 ②
障害福祉サービスを利用していな
いが、障害があり、就職を目指す
市内在住者　日・時11 月 25 日㈮
午後２時～４時　場福祉総合セン
ター（野田町１丁目）　定16 人（抽
選）　申・問11 月４日㈮までに申
込書（市ホームページからダウン 
ロード可）に必要事項を記入し、
郵送またはファクスで産業政策
課労働政策担当へ〒 596 － 8510　
 423 － 9621　 423 － 6925

暮らし

資格・技能・
ビジネス

対象 日時 場所 申込・問合

新規

10/16 ㈰ 14:00 ～ 15:30 ★市立公民館分館（春木若松町）436－4500

10/23 ㈰ 14:00 ～ 16:00 ★旭地区公民館
（土生町4丁目　リハーブ4階）428－6711

10/30 ㈰ 14:00 ～ 15:00 葛城上地区公民館（塔原町） 478－8016

11/6 ㈰ 13:00 ～ 16:00 ★箕土路青少年会館
（箕土路町 2 丁目） 444－2097

新規
・

継続

10/7 ㈮ 10:00 ～ 11:00 光明地区公民館（尾生町） 441－8889

11/5 ㈯ 12:50 ～ 13:20 ★大宮地区公民館
（加守町 4 丁目） 423－9616

11/6 ㈰ 14:00 ～ 15:00 ★葛城地区公民館（土生滝町） 428－1787
11/6 ㈰ 18:00 ～ 18:30 ★市立公民館（堺町） 423－9616

　来年度に活動を検討している団体は出席してください。★印（市立公
民館は新規のみ）は事前に電話で申し込みが必要です。

公民館・青少年会館活動団体　登録説明会スマートフォン教室を開催

日程 場所
① 10/4 ～ 11/1 の火曜日（10/11 ㈫を除く）桜台市民センター（下松町 4 丁目）
② 10 月の水曜日 山直市民センター（三田町）
③ 10/21 ～ 11/18 の金曜日 福祉総合センター（野田町 1 丁目）
④ 11/8 ㈫・9 ㈬・15 ㈫・22 ㈫ 春木市民センター（春木若松町）

⑤ 11/16 ㈬・29 ㈫・30 ㈬、12/7 ㈬ 東岸和田市民センター
（土生町 4 丁目　リハーブ 4 階）

⑥ 11/25 ～ 12/23 の金曜日 八木市民センター（池尻町）
⑦ 1/10 ～ 2/21 の火曜日 めいてぃスマホ教室（上野町西）

　各回教室内容が異なります。詳しくはお問い合わせください。
対スマートフォン初心者
申・問各教室実施日の 1 週間前（③は 10 月 14 日㈮ ⑥は 11

月 18 日㈮）までに電話で①②④⑤⑦は株式会社 Minadia へ 439
－ 3739、③⑥は岸和田市社会福祉協議会へ 437 － 8854

お魚タッチングプールお魚タッチングプール
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相談内容 日時・場所 問合
市政相談 予約制

市民相談室 423 － 9403

市民相談 月～金曜日 9 時～ 17 時半
行政相談 第 1 ～ 4 月曜日 13 時～ 16 時
交通事故相談 月～木曜日 9 時～ 16 時 事前に電話で予約

法律相談 木・金曜日 13 時～ 17 時（1人 30 分）　市職員会館で　
前週の月曜日 9 時から電話で予約（各先着8人）同じ内容の相談は1回限り

司法書士による
①クレジット・サラ金相談 ②登記一般相談

10/5 ㈬・19 ㈬、11/2 ㈬・16 ㈬ 13 時～ 15 時　市職員会館で
当日 9 時～ 11 時に電話で予約（先着① 4 人 ② 6 人）

行政書士による遺言・相続相談 10/12 ㈬、11/9 ㈬ 13 時～ 16 時　市職員会館で
前日までに大阪府行政書士会泉州支部 457 － 9186 で予約　同じ内容の相談は1回限り

不動産相談（宅地・建物の取引など） 10/18 ㈫、11/15 ㈫ 10 時～ 12 時
大阪府宅地建物取引業協会泉州支部438－9001で予約（先着4人）同じ内容の相談は1回限り

税理士による税務相談 10/11 ㈫・25 ㈫、11/8 ㈫・22 ㈫ 13 時～ 16 時
前日までに近畿税理士会岸和田支部436－0567で予約（先着4人）同じ内容の相談は1回限り

ＤＶ（配偶者などからの暴力）相談 火～土曜日 9 時～ 17 時　
男女共同参画センター（DV 専用相談電話）
 429 － 9797女性の弁護士による法律相談

（DV 関連優先）
面接または電話相談は 10/13 ㈭ 13 時～ 15 時、11/12 ㈯ 10 時～ 12 時（1 人 30 分）
前日の 13 時までに電話またはファクスで予約

女性のための相談（電話相談） 水・金曜日 11 時～ 13 時 男女共同参画センター 443 － 3328

女性のための相談（面接・オンライン相談） 10/13 ㈭、11/10 ㈭ 10 時～ 11 時 50 分、10/27 ㈭、11/24 ㈭ 14 時～ 15 時 50 分
前日の 17 時までに電話で予約（1 人 50 分）

男女共同参画センター
 441 － 2535　 441 － 2536

人権相談 火～土曜日 9 時～ 17 時
人権・男女共同参画課
 429 － 9833　 441 － 2536人権擁護委員による人権相談 10/7 ㈮・21 ㈮、11/4 ㈮男女共同参画センターで、11/18 ㈮市職員会館で、

10/26 ㈬貝塚市役所で　時間は 13 時～ 16 時

障害を理由とする差別についての相談 火～土曜日 9 時～ 17 時半　人権・男女共同参画課 441 － 2536
月～金曜日 9 時～ 17 時半　障害者支援課 431 － 0580

人権・男女共同参画課 429 － 9833
障害者支援課 423 － 9526

障害者等の日常生活の
困りごとについての相談

月～金曜日 9 時～ 17 時半
みらい相談支援センター 080 － 9470 － 2344  050 － 3142 － 9879、OK ハウス小松里
 441 － 7752　 441 － 7753、相談センター社協のだ 468 － 7110　 431 － 1500、
きぼうの輪 479 － 4417　 479 － 4418 障害者支援課相談担当

 447 － 6078　 431 － 0580月～金曜日 10 時～ 18 時　自立生活センター・いこらー 493 － 7378　 493 － 8278
月・火・木～土曜日 10 時～ 18 時　相談支援事業所かけはし 426 － 3870　 426 － 3872

障害者虐待防止センター（障害者支援課内） 月～金曜日 9 時～ 17 時半　 447 － 7081　 431 － 0580（相談・通報専用） 
上記の時間以外は 423 － 2121  （市役所代表）    423 － 2727 

健康相談 月～金曜日 9 時～ 17 時
保健センター 423 － 8811栄養相談 10/14 ㈮、11/1 ㈫ 10 時～ 12 時、10/25 ㈫、11/22 ㈫ 10 時～ 12 時、13 時～ 15 時（予約制）

歯科相談 10/13 ㈭、11/17 ㈭ 10 時～ 12 時（予約制）
福祉まるごと相談

（脳トレ体操・血圧測定を含む）
10/3 ㈪、11/7 ㈪コープ岸和田店、10/13 ㈭、11/10 ㈭山直市民センター、10/19 ㈬、
11/16 ㈬東岸和田市民センター、10/27 ㈭、11/24 ㈭ラパーク岸和田　時間は 10 時～ 12 時

福祉政策課いきいきネット
相談支援センター 423 － 9467

被爆者相談（岸和田原爆被害者の会） 10/4 ㈫、11/1 ㈫ 13 時～ 15 時　福祉総合センターで 福祉政策課 423 － 9527
司法書士相談（成年後見・クレジット・サ
ラ金・遺言・相続など） 10/13 ㈭、11/10 ㈭ 13 時～ 16 時　事前に電話で予約 社会福祉協議会心配ごと相談所

 437 － 8854
行政書士相談（成年後見・遺言・相続など） 10/27 ㈭、11/24 ㈭ 13 時～ 16 時　事前に電話で予約
医師による健康相談 木曜日 14 時～ 16 時（予約制）

社会福祉協議会 438 － 2321
スポーツ健康相談 随時予約制
居住支援相談会

（住まい探し・空き家活用など） 10/5 ㈬、11/2 ㈬ 13 時～ 16 時　事前に電話で予約 居住支援協議会事務局
 437 － 8854

ボランティア相談 月・火・木～土曜日 9 時～ 17 時 ボランティア相談専用 430 － 3366
ひきこもり相談（来所・電話・訪問相談） 月～金曜日 9 時～ 17 時半　来所・訪問相談は事前に電話で予約 自立相談支援センター 439 － 8255
市民活動相談 火・木～土曜日 10 時～ 17 時、水曜日 10 時～ 20 時 市民活動サポートセンター 438 － 2367
子ども相談ダイヤル（子ども専用） 月～金曜日 9 時～ 17 時　 426 －1052　{kodomo-net@center.kishiwada.ed.jp（相談専用） 教育相談室 426 － 1035
岸和田児童虐待ホットライン 月～金曜日 9 時～ 17 時半　 423 － 9477（相談・通告専用） 子ども家庭課 423 － 9625
農業相談 10/19 ㈬、11/30 ㈬ 13 時半～ 16 時　神於山土地改良区事務所 2 階で 農業委員会事務局 423 － 9704
社会保険労務士相談（労働年金相談） 10/13 ㈭、11/10 ㈭ 13 時～ 16 時　市職員会館で　7 日前までに電話で予約

産業政策課
 423 － 9621　 423 － 6925障害者雇用就労相談

月～金曜日 9 時～ 17 時半　面談などは予約制（ファクスでの予約も可）
就労困難者等雇用相談
商工相談 月～金曜日 9 時～ 17 時 岸和田商工会議所 439 － 5023
消費者相談 月～金曜日 9 時半～ 16 時半 消費生活センター 439 － 5281

検査　岸和田保健所
①422－6077
②422－6070

①ＨＩＶ、梅毒、クラミジア（匿名可）
　…10月4日㈫・18日㈫、11月1日㈫・15日㈫
　　13時半～14時半
②こころの健康相談（予約制）

人権標語入選作

勇気ある　君の一言　大事だよ！
黒木　孝一（市内在勤）

気を付けて　いじめと冗談　紙一重！　
坂口　将彰（市内在勤）

　大正 12 年に開催された市制記念博覧
会に合わせて製造されたと思われるメダ
ル。「岸和田市制記念博覧會」の文字が
読み取れます。

10月の
納税・納付

国民健康保険料…10月分
後期高齢者医療保険料…第4期分
介護保険料…第7期分
市民税・府民税…第3期分

市内在住者対象。無料。秘密厳守。祝・休日を除く。10・11月の相談

献血　社会福祉協議会
437－8854

南海岸和田駅…10月5日㈬14時～16時半
大芝地区公民館…10月15日㈯10時～15時
南海岸和田駅…10月19日㈬10時～12時、13時～
16時半
社会福祉法人　光生会…10月26日㈬10時～12
時、13時～16時半

相談

編集後記編集後記

　表紙の久米田高校ダンス部の
パフォーマンスは、「だんじり」
をテーマに「大工方」や「やり
まわし」の動きを取り入れた、
ダイナミックな演技で迫力満載
でした。衣装はコシノヒロコさ
んがデザインされ、法被の裏地
の赤色を見せ踊るシーンは一体
感があり、印象に残りました。
　ダンス部の皆さん、「第 15
回日本高校ダンス部選手権」優
勝おめでとうございます‼（Y）

記載のない市外局番は「072」です。記載のない市外局番は「072」です。
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だんじり祭だんじり祭
20222022

10月2日10月2日㈰㈰午後1時～5時午後1時～5時（試験（試験曳曳
びび

き）き）

　　　　　　　　88日日㈯㈯午前6時～午後午前6時～午後1010時時

　　   9　　   9日日㈰㈰午前7時～午後午前7時～午後1010時時
※曳行コースなど、詳しくは市ホームページなどを※曳行コースなど、詳しくは市ホームページなどを

ご確認ください。ご確認ください。

祭礼時のごみ収集祭礼時のごみ収集
（東岸和田駅周辺と下池田町全域）（東岸和田駅周辺と下池田町全域）

　周辺道路の混雑を緩和し、だん
じり曳行を安全円滑に進めるため、
ＪＲ東岸和田駅周辺の地域（右図）
と下池田町全域は、10月 8日㈯の
普通ごみの収集を休止します。
問廃棄物対策課収集業務担当

423－ 9440

岸和田支援学校岸和田支援学校

東岸和田駅東岸和田駅

和泉高校和泉高校

国道 26 号
国道 26 号

JR
阪和線

大
阪

和
泉

泉
南

線

至 和
歌山

至 天
王寺

ハローワークハローワーク

別所東 2 号交差点別所東 2 号交差点

税務署税務署

東岸和田東岸和田
○ 宮入り　9 日　

     午前7時半～　矢
や

代
しろ

寸
ぎ

神社

　　       　　（八田町、流木町、極楽寺町、神須屋町、真上町）

　  午前9時～　意
お

賀
が

美
み

神社

                             （土生瀧町、阿間河瀧町、葛城町）

　　　　　　　　　岸和田天神宮（作才町）

　　 午前9時45 分～ 土生神社（土生町） 　

　　 午前10 時～　波多神社（畑町）

○ パレード　 9 日午後 1 時～

山直南山直南
○ 宮入り
   8 日午前 10 時～ 稲葉町菅原神社
　　　　　　　　　　　　　（稲葉町西、稲葉町東）

          午前 11 時～ 積川神社（積川町 )

　9 日午前 10 時～ 積川神社（五社参り）

　　　　　　　（積川町、稲葉町西、稲葉町東、

　　　　　　　山直中町、包近町）

○ パレード
8 日午後 1 時半～　7 町（山滝地区合同）

9 日午後 1 時半～　5 町（山直中町、包近町除く）

山直山直
○ 宮入り

7 日午前8時～ 田治米町菅原神社（田治米町）

　　　午前9時～ 今木町菅原神社（今木町）

　 8 日午前8時～ 岡山町菅原神社

　　　　　　　　　     （東出小路、大西小路、山出小路）

　　  午前10 時～ 三田町菅原神社（三田町、小倉最寄）

　　　  午前 10 時 45 分～　 摩湯町淡路神社（摩湯町）

○ パレード
　 8 日午後 1 時半～　8 町

　 9 日午後 1 時半～　10 町（山直中町、包近町）

八木八木

○ 宮入り　8 日午前 8 時半～　夜疑神社
　　（中井町、吉井町、荒木町、下池田町、箕土路町、

　　西大路町、小松里町、額町、額原町、大町、池尻町）

○ パレード　8 日午後 1 時～

○ 行基参り　9 日午前 9 時～　久米田寺

  　　　　　（11 町＋田治米町、今木町）

・ 感染症対策や熱中症対策を徹底してください。・ 感染症対策や熱中症対策を徹底してください。

・ 傘をさしての見物は危険ですので、 おやめください。・ 傘をさしての見物は危険ですので、 おやめください。

・ ドローンの飛行、 撮影は禁止です。・ ドローンの飛行、 撮影は禁止です。

・ 地域美化のご協力をお願いします。・ 地域美化のご協力をお願いします。

・・ 祭礼関係者や警察官の指示には速やかに従い、 マナーを守っ

てご観覧ください。

・ 脚立や踏み台の使用は禁止です。

○ パレード　8 日午後 1 時～

○ 宮入り　9 日　
午前7時半～ 上松菅原神社（上松町）

午前8時～ 兵主神社（西之内町、下松町、八阪町）

　 午前8時半～ 岸和田天神宮（山下町）

午前8時45 分～ 菅原神社

                            （尾生町、中尾生町、福田町）

南掃守南掃守

　ミニライブやMBSラジオ公開収録、仮面ライダーギーツ キャ
ラクターショーなど盛りだくさんのステージイベントやキッチンカ
ー、移動図書館、ふれあい動物園、海に浮かぶ丸いボートで水上散
歩が楽しめるシティサップ体験を実施します。
　また、地蔵浜みなとマルシェ（地蔵浜町）ではイワシの丸焼き一
尾が無料（無くなり次第終了）で楽しめるなどの「大漁！親子まつり」、
岸和田カンカンベイサイドモール（港緑町）では「cancanmarche 
vol.2（親子で楽しめるハンドメイド雑貨とワークショップ）」が開
催。アクアパークから地蔵浜みなとマルシェへは無料シャトル船が

運航予定です。詳しくは市ホームページをご確認ください。
※駐車場は数に限りがあります。公共交通機関をご利用ください。
日・時10 月 16 日㈰午前 10時～午後 4時
場岸和田旧港地区緑地　アクアパーク（港緑町）
問岸和田港振興協会事務局　産業政策課内 423－ 9618

岸和田カンカンベイサイドモール

岸和田カンカンベイサイドモール

無料シャトル船乗り場

地蔵浜みなとマルシェ

岸和田市市制施行100周年記念事業

市ホームページは
こちらから

来場者500人（先着）に
オリジナルレジャーシートを配布

RelaxRelax
EnjoyEnjoy

FoodFood

大漁大漁MusicMusicまつ り岸和 田

注意事項注意事項

○ 宮入り 8 日
午前 8 時～　大澤神社（大澤町）

午前 10 時半～　山直神社（内畑町）

○ パレード
8 日 午後 1 時半～　7 町（山直南地区合同）　

9 日 正午～　2 町

　　   午後 1 時半～　5 町（山直南地区合同）

山滝山滝
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