
主な内容
P  ２　  　　 新型コロナウイルスワクチン接種
P  ８　  　　年末年始の業務案内
P  ９　  　　岸和田市市制施行 100 周年記念事業
P 10・11　　特集　まちを美しく、暮らしを清潔に

第42回市民スポーツカーニバル　ゴーゴームカデ（ムカデ競走）で優勝を勝ち取った常盤校区

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 90,956 人　女 98,614 人　計 189,570 人（114 ↓）
世帯数　89,232世帯（50↑）　面積　72.72k㎡　【11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。今号は「人の輪」との合併号です。

public relations of Kishiwada
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合葬式墓地デザイン案の
市民投票にご参加ください

市では、今後の社会情勢や家族形市では、今後の社会情勢や家族形
態の変化に対応し、社会全体で供態の変化に対応し、社会全体で供
養する「合葬式墓地」の整備を予養する「合葬式墓地」の整備を予
定しています。定しています。12 月9日㈮～16
日㈮に「合葬式墓地」のデザイン「合葬式墓地」のデザイン
案の市民投票を実施します。お近案の市民投票を実施します。お近
くにお越しの際にはぜひご参加くくにお越しの際にはぜひご参加く
ださい。詳しくは市ホームページださい。詳しくは市ホームページ
をご確認ください。をご確認ください。
日・場次表のとおり　時時午前午前 1010

時～午後 4時　時～午後 4時　問問水とみどり課水とみどり課
整備担当 整備担当  423－ 2370423－ 2370

市立公民館 臨時休館のお知らせ

12月24日㈯～1月31日㈫は、空
調更新工事のため、市立公民館（堺
町）を休館します。利用者の皆さ
んにはご迷惑をおかけしますが、
ご理解とご協力をお願いします。
問市立公民館 423－ 9616

来年 4月から
学校給食費を改定します

本市では、給食で使用する食材価
格の上昇に対応し、今後も安全で
おいしく内容豊かな給食を実施す
るため、市立小・中学校の給食費
を次表のとおり改定します。
問学校給食課 447－ 6471

都市計画の変更に関する説明会

JR東岸和田駅西側における特別
業務地区（第 1種）の都市計画
変更案について、説明会を開催し
ます。受け付けは開始 30 分前か
らです。また、12 月13 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。
日・時12月13日㈫午後7時　場東
岸和田市民センター（土生町 4
丁目　リハーブ 4 階）　定40 人
（当日先着順）　問都市
計画課都市計画担当

423－ 9629

住居表示を実施します

12 月 5日㈪から、次表のとおり
住居表示を実施します。対象区域

には、新しい住所の通知書を 10
月下旬から配布しています。住所
変更により届け出が必要なものな
ど、詳しくは通知書に同封のパン
フレットをご確認ください。

■住所変更のための臨時開庁
マイナンバーカードなどの住所変
更の手続きにご利用ください。ま
た、住居表示変更証明書の交付申
請も受け付けます。
日・時12月11日㈰午前 9時～午後
3時   場市民課（岸城町）  取扱事務
マイナンバーカード、住民基本台帳
カード、特別永住者証明書、在留カ
ード、住居表示変更証明書 問市
民課住居表示担当 423 － 9452

コンビニ交付を一時停止

システムメンテナンスのため、マ
イナンバーカードを使った住民票
の写し・所得課税証明書などのコ
ンビニ交付サービスを一時停止し
ます。ご不便をおかけしますが、
ご理解とご協力をお願いします。
日・時12 月 5 日㈪午前 6 時半～
正午　問市民課住民担当 423
－ 9454

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

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。

市政情報市政情報

お知らせ

広
告

日程 場所

12/9 ㈮ 春木市民センター
（春木若松町）

12/12㈪ 市役所新館1階（岸城町）

12/13㈫ 桜台市民センター（下松町4丁目）

12/14㈬ 東岸和田市民センター（土生町4丁目  リハーブ4階）
12/15㈭ 八木市民センター（池尻町）
12/16㈮ 山直市民センター（三田町）

区分
1食単価

改定前 改定後

小
学
校

1・2年生 232円 252 円
3・4年生 235円 255 円
5・6年生 238円 258 円

中学校（全学年） 290円 310 円

建設予定地（市営墓地内）建設予定地（市営墓地内）

■初回接種（1・2回接種）がまだお済みでない人へ
　次の①～③を参考に、年内に１・２回目接種を完了することを
ご検討ください。　
①オミクロン株対応２価ワクチンは、１・２回目接種が完了しな
いと接種できません。
②１・２回目接種に使用している従来型ワクチンは、年内で国か
らの供給が終了する予定です。
③年末年始の新型コロナウイルスの流行に備えましょう。計画的
なワクチン接種をご検討ください。
■オミクロン株対応ワクチンの接種を希望する人へ
　新型コロナウイルスワクチンの初回接種（1・2回目接種）を
完了した 12歳以上の市民で、最終接種から 3カ月経過している
人は接種できます。BA.1 対応型・BA.4-5 対応型ワクチンの接
種が可能ですが、いずれも従来型ワクチンを上回る効果が期待さ
れています。
※集団接種の予約及び接種の実施時期や接種可能となる市内医療
機関については、市ホームページをご確認ください。　
※接種券が紛失などでお手元にない場合は、保健センター窓口で
の再発行の申請、または市ホームページから電子申請で、再発
行することが可能です。
※国や府の大規模接種会場におけるワクチン接種については、各
ホームページなどの情報をご確認ください。
問岸和田市新型コロナワクチン接種コールセンター 0570 －
077 － 664

新型コロナウイルスワクチン接種

新池
●

●
●

●

府道
春木
岸和
田線

府道
春木
岸和
田線

大宮常盤線大宮常盤線

春
木
川

下松
町5
丁目

下松
町5
丁目

上松台
第一公園
上松台
第一公園

常盤
小学校
常盤
小学校

桜ヶ丘
児童遊園
桜ヶ丘
児童遊園

新しい町名 住居表示前

下松町6丁目 下松町、上松町、
額原町の各一部
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水道管の漏水調査にご協力を

水道管からの漏水による住宅浸
水や道路の陥没などを防ぎ、水道
水を安定して供給するため、水道
管の漏水調査を次のとおり実施
します。腕章と名札を付けた調査
員が、道路上と敷地内の水道メー
ター付近で埋設している水道管
の調査を行います。道路上の調査
は夜間に行う場合があります。皆
さんのご理解とご協力をお願い
します。
日程日程１月～３月末　１月～３月末　対象地域大沢大沢
町、包近町、東ヶ丘町、大町、西町、包近町、東ヶ丘町、大町、西
大路町、下池田町、箕土路町　大路町、下池田町、箕土路町　委
託業者㈱コスモリサーチ大阪支店　㈱コスモリサーチ大阪支店　
問上水道工務課修繕管理担当上水道工務課修繕管理担当

423423 － 96049604

落ち葉を無料配布します

公園で回収した落ち葉を無料で配
布します。畑などの土壌改良や自
家製堆

た い ひ

肥づくりに落ち葉を活用し
ませんか。袋は各自でご用意くだ
さい。リサイクル袋の貸し出しも
していますが、必ず返却してくだ
さい。袋詰め作業は各自で行って
ください。
日・日・時時1212月月1212日㈪ ～日㈪ ～1616日㈮午前日㈮午前
9 時～正午　9 時～正午　場まなび中央公園管
理事務所（西之内町）　　問岸和田
市公園緑化協会 441441 － 92009200

ペットボトルの分別にご協力を

次の①②に注意して、空きビン・空
きカンと一緒に出してください。
ペットボトル識別表示マークがつ
いているものが収集の対象です。
①キャップ・ラベルは必ず外す（プ①キャップ・ラベルは必ず外す（プ
ラスチック製のキャップ・ラベルラスチック製のキャップ・ラベル
は容器包装プラスチックの分別収は容器包装プラスチックの分別収
集へ） ②ボトルの中集へ） ②ボトルの中
を軽くすすぐを軽くすすぐ
問 廃 棄 物 対 策 課

423 － 1461

事業者の皆さんへ
年末年始は道路工事などを規制

年末年始は交通量の増加が見込ま
れることから、道路工事などが規
制されます。工事の申請などを行
う際はご注意ください。詳しくは
お問い合わせください。
規制期間12 月 29 日㈭～ 1 月 3 日 
㈫　問建設管理課道路管理担当

423423 － 94979497　

ビュースポットおおさかに「久米田 
池遊歩道」が選定されました

府では、１月から５月まで「第３回 府では、１月から５月まで「第３回 
ビュースポットおおさか」の募集ビュースポットおおさか」の募集
を行い、応募のあったを行い、応募のあった 209209 件の中件の中
から本市の「久米田池遊歩道」をから本市の「久米田池遊歩道」を
含む含む 2626 カ所が「ビュースポットカ所が「ビュースポット

おおさか」として新たに選定されおおさか」として新たに選定され
ました。新たな選定に伴い、選定ました。新たな選定に伴い、選定
スポットを訪れた人が、写真またスポットを訪れた人が、写真また
は動画を撮影し応募すると、抽選は動画を撮影し応募すると、抽選
で景品がもらえる「ビュースポッで景品がもらえる「ビュースポッ
トおおさか景観フォトラリー」を トおおさか景観フォトラリー」を 
２月２月 1717 日㈮まで開催しています。日㈮まで開催しています。
ぜひご参加ください。詳しくは府ぜひご参加ください。詳しくは府
ホームページをご確認ください。ホームページをご確認ください。
問府建築環境課住環境府建築環境課住環境
推進グループ推進グループ 0606 －
62106210 － 97189718

大阪府河川防災情報ホームページ
がリニューアル

洪水などの河川防災情報を発信す洪水などの河川防災情報を発信す
るホームページがるホームページが 1212 月１日にリニ月１日にリニ
ューアルされます。河川の水位やューアルされます。河川の水位や
大雨時の避難に関する情報などが、大雨時の避難に関する情報などが、
同一画面上で分かりやすく一目で同一画面上で分かりやすく一目で
確認できます。いざという時に役確認できます。いざという時に役

に立つ防災情報です。ぜひご確認に立つ防災情報です。ぜひご確認
ください。ください。
問府河川整備課府河川整備課 0606
－ 69446944 － 75927592

市制施行 100 周年記念映像を
市公式 YouTube で公開中

市制施行100周年記念映像を市公式 
YouTubeで公開しています。過去
の記念映画も公開中です。懐かしい
映像が満載です。ぜひご覧ください。
問秘書課423423－940 940 
6、6、広報広聴課 423423
－ 94029402

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

■出張申請
　時間など詳しくは、市ホームページをご確認ください。

日程 場所
12/1 ㈭ 天神山地区公民館（天神山町2丁目）
12/6 ㈫ 東岸和田市民センター（土生町4丁目　リハーブ4階）
12/13 ㈫ 箕土路青少年会館（箕土路町2丁目）
12/16㈮ 大芝地区公民館（磯上町1丁目）
12/16㈮～ 18㈰ 岸和田カンカンベイサイドモール（港緑町）
1/5㈭ 大宮地区公民館（加守町4丁目）
1/12 ㈭ 山直市民センター（三田町）
1/17 ㈫ 葛城上地区公民館（塔原町）

　最大２万円分のポイントがもらえるマイナポイントの申し込み
にはマイナンバーカードが必要です。マイナポイントの対象とな
るマイナンバーカードの申請期限は 12 月末までです。

■早めの申請を！
　マイナポイント対象のマイナンバーカードの申請期限は12月末まで！

　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

12/20 ㈫、1/20 ㈮ 9:00 ～ 19:00 12/11 ㈰、1/8㈰ 9:00 ～ 15:00

つくろう！ マイナンバーカード

広
告

キャップ・ラベルは必ず外してくださいキャップ・ラベルは必ず外してくださいキャップ・ラベルは必ず外してください弁栓音聴調査弁栓音聴調査弁栓音聴調査
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意見公募（パブリックコメント）
新庁舎整備基本計画（案）に
ご意見を

市では、市の基本的な政策を定め
る計画や構想を策定・変更などを
する際に、市民の皆さんからの意
見を反映させるため、広く意見を
募っています。令和元年度に策定
した新庁舎整備基本計画の改定案
に皆さんのご意見をお寄せくださ
い。各資料と意見公募用紙は庁舎
建設準備課、広報広聴課情報公開
コーナー、各市民センター、山滝
支所（内畑町）に備え付けるほか、
市ホームページにも掲載します。
提出・問意見公募用紙に必要事項
を記入し、12 月 21 日㈬～ 1月
27日㈮（必着）に直接または郵
送・ファクスで庁舎建設準備課へ　
〒 596 － 8510  447 － 4581
 423 － 4644　※市ホームペー
ジ「意見聴取制度（パ
ブリックコメント）」や
QRコードからも提出
できます。

自衛官候補生（任期制）を募集

所要の教育を経て、3カ月後に２

等陸・海・空士に任用します。試
験日など、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。随時募集しています。また、
信太山駐屯地において、自衛隊が
実施する各試験種目の説明会も随
時開催しています。自衛隊大阪地
方協力本部ホームページからお申
し込みください。
対日本国籍を有する18歳以上33
歳未満の人　問自衛隊
岸和田地域事務所

426 － 0902

チビッコホーム（放課後児童クラブ）
支援員募集
 （会計年度任用職員）

放課後や学校休業日に小学生をサ
ポートする支援員を募集します。
申込書は子育て支援課で配布また
は市ホームページからダウンロー
ドできます。詳しくは市ホームペ
ージをご確認ください。
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（3
月末までに取得見込みの人を含
む）など　採用予定日来年4月1
日　募集人数10人程度　試験作
文・面接を① 12 月 18 日㈰ ②1
月 22 日㈰ ③ 2月 19 日㈰いずれ
も午前 9時半から市職員会館（岸
城町）などで　申込書配布・受付①
12 月 1 日㈭～15 日㈭ ②1 月 4
日㈬～19 日㈭ ③ 2 月 1 日㈬～
16 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

生活のしづらさなどに関する調査
（全国在宅障害児・者等実態調査）

令和 4年生活のしづらさなどに
関する調査を実施します。調査員
が各世帯（市内約 400 世帯）に
伺いますので、ご協力をお願いし
ます。この調査は、障害者施策の
推進に向けた検討の資料とするた
め、在宅の障害児・者等（難病等
患者やこれまでの法制度では支援
の対象にならない人を含む）の生
活実態とニーズを把握することを
目的に厚生労働省が実施するもの

です。調査の結果は厚生労働省ホ
ームページに掲載されます。
対障害者手帳（身体障害者手帳、
療育手帳または精神障害者保健
福祉手帳）を持つ人、難病等患者
及びこれまでの法制度では支援
の対象とならないが長引く病気
やけが等により生活のしづらさ
がある人 調査期間12 月1 日㈭
～22 日㈭　調査事項①年齢、性
別、障害の原因、住居、就労・就
学の状況など ②現在利用してい
るサービスと今後利用を希望する
サービス、障害福祉サービスなど
の利用状況・利用の希望など   問障
害者支援課423－9549  43
1－ 0580
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募集健康・福祉

　市立幼稚園で勤務する
保育補助員の登録者を募
集しています。
　勤務園や勤務時間・日
数など、希望をお伺いし
ます。数日間の勤務を経
てから長期への切り替え
も可能です。未経験の人

やブランクがある人なども、ぜひご相談ください。
　登録手続きなど詳しくはお問い合わせください。なお、登録
された全ての人が採用になるわけではありません。
勤務時間午前 8時半～午後 2時、午後 3時～午後 6時ほか
時給1,105 円

問教育委員会総務課人事・給与担当 423－ 9606

幼稚園保育補助員登録者を募集

幼稚園、小・中学校の講師登録者を随時募集
　幼稚園、小・中学校で
働く講師を募集していま
す。登録は随時受け付け
ます。年度途中の採用も
あります。年齢・経験は
問いません。詳しくはお
問い合わせください。
　また、教員免許に関す

る相談なども受け付けていますので、お気軽にご連絡ください。
対教員免許を有する人

現在の庁舎

ご寄附ありがとうございます（寄附順・敬称略）
▶第一生命保険株式会社＝まち・ひと・しごと創生寄附活用事業
に 500,000 円　▶レックスガーデン町会＝八木幼稚園・小学校
の教育活動に自転車 2台　▶岸和田市連合若頭連絡協議会＝保
育所に消毒液本体 19個、詰め替え用 168 個
【ふるさと寄附・10月分】
▶ 63,921,000 円（1,048 件）
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就労などの理由で、小学校下校後の自宅に
保護者のいない児童が楽しく過ごせるよう、
チビッコホームを開設しています。定員など
詳しくは、申請書類や市ホームページをご確
認ください。
対新小学１～６年生
期間４月 1日～令和 6年３月 29 日（日曜
日、祝・休日、12 月 29 日～１月３日、3
月 30日を除く）
時▶月～金曜日…放課後～午後６時半 ▶土
曜日、春・夏・冬休み…午前８時半～午後
６時半
※午後５時（11・12 月は午後４時半）以降は、
保護者などの迎えが必要です。
場通学している各小学校区に設置しているチ
ビッコホーム

※東葛城小学校は、山滝小学校での利用にな
ります。
※支援学校児童は、原則居住する小学校区です。
費負担金…月 7,000 円、諸費…月 2,000 円、
傷害保険料…年 800 円
※午後６時～６時半の利用は別途延長保育料
として月 1,500 円が必要です。
申請書類12 月 12 日㈪から子育て支援課、
各市民センター、山滝支所（内畑町）、保
育所・園、認定こども園、市立幼稚園、市
内の私立幼稚園、総合通園センター（野田
町1丁目）、保健センター（別所町3丁目）
に備え付けまたは市ホームページからダウ
ンロード可。
※現在、申請書類のうち、「放課後において児
童を保育できない旨の証明（令和5年度用）」

のみ子育て支援課で事前配布または市ホー
ムページからダウンロードできます。
申申請書類に勤務先などで就労証明を受け、
下表の受付日時に、直接、子育て支援課へ（郵
送・電話は不可）
※締め切り後も随時申し込みを受け付けます。

チビッコホーム（放課後児童クラブ）令和5年度利用申請を受け付けます
問子育て支援課放課後こども担当 423－ 9610申請書の配布は 12月 12 日㈪から、申し込みは１月 6日㈮～ 31日㈫に

受付日時
日程 時間

1/6㈮・10㈫～ 13㈮・16㈪
～ 18㈬・20㈮・22㈰～ 24㈫・
26㈭・27㈮・31㈫

9時～17時半

1/19㈭・25㈬・30㈪ 9時～20時

※休日受付日は 22日㈰のみです。
※上記日時の受け付け分は、低学年から優先して決
定します。締め切り後の受け付け分は先着順とな
ります。

　市立保育所などで勤務する会計年度任用職員（アルバイト）を募集しています。月給制、時給制があります。
あなたの資格、経験、人柄を生かして働きませんか。年齢制限はありません。エントリーシート、登録用紙は、
子育て施設課で配布または市ホームページからダウンロードできます。
■月給制
　試験はエントリーシート形式（書類選考）です。

対①保育士資格を有する人 ②調理師免許を有する人（①②とも、3月末までに取得見込みの人を含む）
勤務地市立保育所 11カ所のうちいずれか
採用予定日来年4月 1日
エントリーシート配布・受付12 月 1日㈭～ 16日㈮（14日㈬～ 16日㈮は午後7時まで受け付け）

■時給制
　②③は無資格の人でも登録できます。所定の登録用紙で登録できます。随時募集していま
すので、ぜひご登録ください。短時間勤務の相談も可能です。

申・問直接、子育て施設課施設運営担当へ 423 － 9482子ども好きの皆さん、子どもたちの成長をサポートしませんか？

市立保育所などで会計年度任用職員（アルバイト）を募集

千喜里保育所の保育士、調理用務員の皆さん

職種 月給
（令和4年度実績）

勤務時間 募集人数 その他手当など月曜日～金曜日 土曜日（月1回）

①保育士 191,790 円～ 8時～ 18時のうち実働
7.5 時間（休憩 45分）

8時～ 13時のうち実
働 2.5 時間（休憩なし）30人程度

・ボーナス年2回支給
・通勤手当（上限あり）や残業手当など
・年次有給休暇、夏季休暇、特別休暇
・社会保険など②調理用務員 170,098 円～ 8時 30分～ 16時 45分

（休憩 45分）
9時～ 12時のうち実
働 2.5 時間（休憩なし）3人程度

職種 時給
（令和4年度実績）

勤務時間
月曜日～金曜日 土曜日

①保育士 1,269 円 7時～ 19時のうち
実働 7.5 時間以内（休憩 45分） 9時～ 12時のうち

実働 3時間以内（月1回）②調理用務員 有資格 1,115 円
無資格 1,045 円

8時 30分～ 17時のうち
実働 7.5 時間以内（休憩 45分）

③長時間担当職員
   （保育補助）

有資格 1,228 円
無資格 1,105 円

7時～ 10時のうち実働 2時間と
16時～ 19時のうち実働2時間の計4時間

7時～ 13時または
13時～ 19時の 6時間（毎週）

子どもたちが残さず
食べてくれた時に
やりがいを感じます。

子どもたちの笑顔に
やりがいを感じます。
日々心掛けていることも

笑顔です。

新卒や初心者の方も歓迎！
ベテラン～若手まで、
幅広い年代で協力して
働いています。
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■年金生活者支援給付金の請求はお早めに
　8 月末以降に該当者に送付した年金生活者支援給付金の請求書（は
がき型）の提出がまだの人に、日本年金機構からお知らせを送付し
ます。12 月 31 日㈯までに手続きをしないと、今年 10 月にさかの
ぼって受給することができません。請求がまだの人はお急ぎくださ
い。
■納め忘れはないですか
　国民年金の第 1 号被保険者（20 歳以上 60 歳未満の自営業者、学生、
無職の人など）は、自身で保険料を納める必要があります。納め忘れ
があると、老後の支えとなる老齢基礎年金の受給額が少なくなったり、
受け取れなくなることがあります。また、国民年金加入中のけがや病
気が原因で障害が残った際に支給される障害基礎年金や、加入者が亡
くなった場合に遺族（子のある配偶者や子）へ支給される遺族基礎年
金が受け取れなくなることもあります。納め忘れがないよう気を付け
ましょう。

■死亡一時金
　国民年金の第 1 号被保険者として保険料を３年以上納めた人が、
どの年金も受け取らないうちに亡くなった場合、生計を同じくして
いた遺族（配偶者や子など）に、納付期間に応じて死亡一時金が支
給されます。ただし、その遺族が遺族基礎年金や寡婦年金を受ける
場合は支給されません。詳しくは市民課国民年金担当へお問い合わ
せください。
問貝塚年金事務所431－1122、市民課国民年金担当423－9460 
■将来受け取る老齢年金の見込み額をシミュレーション
　「ねんきんネット」を利用すると、パソコンやスマートフォンから
いつでも自分の年金記録を確認できるほか、自分の年金記録からさ
まざまな条件を設定した上で、年金見込額を試算できます。詳しく
は日本年金機構ホームページをご確認ください。
問ねんきん定期便・ねんきんネット専用ダイヤル0570－

058－555
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柔道整復、はり、きゅう、
あん摩、マッサージ
適切に受療し、医療費の適正化を

整骨院や接骨院で柔道整復などを受
療する場合、保険適用できるケース
は限られています。適切な受療で医
療費の適正化にご協力ください。
■保険適用できるケース
①整骨院や接骨院の受療…骨折・
脱臼（応急処置を除き予

あらかじ

め医師の
同意が必要）、打撲、捻挫など（肉

離れ含む）②はり、きゅうの受療
…神経痛、リウマチ、頚

け い わ ん

腕症候群、
五十肩、腰痛症、頸

け い つ い

椎捻挫後遺症、
その他慢性的な疼

と う

痛
つ う

を主症とする
疾患 ③あん摩、マッサージの受
療…筋麻痺

ひ

、関節拘縮などで医療
上必要な場合　※②・③は予

あらかじ

め医
師の同意書または診断書が必要。
■保険適用できないケース
①肩こりや疲労回復、慰安、予防
を目的とする施術 ②病院など保
険医療機関で同負傷箇所を治療中
の場合
問健康保険課保健給付担当423
－ 9457、後期高齢者医療担当 4 

23－9468、府後期高齢者医療広
域連合給付課06－4790－2031 

後期高齢者医療歯科健康診査

大阪府後期高齢者医療広域連合で
は、歯科健康診査を実施していま
す。歯や歯肉の状態だけでなく、
口の機能もチェックしますので、
義歯を使用中の人も積極的に受診
してください。広域連合が指定す
る歯科医院などで、年度中に１回
無料で受診できます。受診の際は、
被保険者証を忘れずにお持ちくだ
さい（受診券はありません）。詳

しくは４月から５月にかけて送付
した「歯科健康診査のお知らせ」
をご確認ください。年度途中に
75 歳を迎える人には、誕生月の
翌月に送付します。
問府後期高齢者医療広域連合給付
課  06 － 4790 － 2031、 健 康
保険課後期高齢者医療担当 423
－ 9468　※次に該当する人は、
歯科健康診査の対象外です。①病
院または診療所に６カ月以上継続
して入院中の人 ②特別養護老人ホ
ーム、介護老人保健施設、養護老
人ホーム、障害者支援施設などの
施設に入所または入居している人

保険・年金

国民年金のお知らせ

　所得税や市・府民税の申告で次の控除を受けるために証明が必要
な人は介護保険課に申請してください。認定書の交付には時間を要
しますので、余裕をもって申請してください。
　申請には、対象者の印鑑が必要です。
■障害者控除
　身体障害者手帳などの交付を受けていない人でも、次の㋐㋑の両
方に当てはまる人には、障害者控除に必要な認定書を交付します。
㋐ 65 歳以上で市内に住所を有している
㋑寝たきり状態や認知症などの症状が一定の基準を満たしている
※この認定書は税の申告以外に利用することはできません。

■おむつ代の医療費控除
　おむつ代の医療費控除を受けるには通常、医師の証明書が必要で
すが、次のⒶ～Ⓒの全てに当てはまる人には、医療費控除に必要な
市の確認書を交付します。
Ⓐ要介護・要支援認定を受けている
Ⓑおむつ代の医療費控除を受けるのが２回目以降である
Ⓒ要介護認定に用いた主治医意見書の内容が一定の基準を満たしている
申請・問いずれも介護保険課に備え付けの申請書（市ホームページか

らもダウンロード可）を、直接または郵送で介護保険課認定担当
へ〒 596 － 8510　 423 － 9476

要支援・要介護認定を受けている人の税控除　証明が必要な人は申請を
障害者控除・おむつ代の医療費控除
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車検時の軽自動車税（種別割）
納税証明書の提示が不要に

来年１月から、市町村が賦課徴
収する軽自動車税（種別割）の
車両ごとの納付状況を軽自動車
検査協会がオンラインで確認で
きる軽自動車税納付確認システ
ム「軽 JNKS」の運用が開始と
なり、車検時の継続検査窓口で
の納税証明書の提示が原則不要
となります。ただし、納税証明
書の提示が必要となる場合もあ
ります。詳しくはお問い合わせ
ください。
問市民税課諸税担当 423 － 94 
16

固定資産税のお知らせ

■家屋を取り壊したら連絡を
固定資産税は毎年１月１日現在の
状況で課税しています。今年、家
屋を取り壊した人は、年内にご連
絡ください。ただし、法務局で滅
失登記が済んでいる場合は不要で
す。年の途中で家屋を取り壊した
場合でも、その年度分は全額課税
されます。また、既存の未登記家
屋の売買・贈与などで所有者を変
更した場合は「未登記家屋所有者
変更届」を提出してください。
問固定資産税課家屋担当 423
－ 9428
■代表納税義務者の届け出を
固定資産の所有者が亡くなった
後、まだ相続登記をしていない場
合は、相続人の中から代表納税義
務者を選任して「相続人代表者等
指定届」を提出してください。ま
た、共有物件の代表納税義務者が
亡くなった時は「納税義務者変更
届」を提出してください。
問固定資産税課管理・償却資産担
当 423 － 9426

12月は「税収確保重点月間」です 

府では、税の公平性と自主財源で
ある府税収入の確保のため、徴収
の取り組みを強化しています。皆
さんからお納めいただいた税金
は、教育、福祉、安全なまちづく
りなど、皆さんの身近な生活に活

い

かされています。納期限までに納
税いただきますよう、ご理解とご
協力をお願いします。
問府泉南府税事務所439－3601

インボイス制度が始まります
 
令和５年 10 月から消費税の適格
請求書等保存方式（インボイス制
度）が開始されます。制度開始時
にインボイス発行事業者となるた
めには、原則、来年 3 月 31 日ま
でに登録申請が必要です。詳しく
は、国税庁ホームページ内の「イ
ンボイス制度特設サイト」をご確
認ください。
問軽減・インボイスコ
ールセンター 0120
－ 205 － 553

岸和田警察からのお知らせ

■歳末警戒
年末は事件や事故の発生が多くな
ります。岸和田警察では、市民の
皆さんが安心して新年を迎えられ
るよう、12 月は「歳末警戒」を
実施します。「特殊詐欺の撲滅」
や「街頭や金融機関で発生する犯
罪の抑止」、また「交通事故の防止」

に向けた活動を強化します。
■還付金詐欺に気をつけて
還付金詐欺の被害が多発していま
す。犯人の手口は、市役所の職員に
なりすまし高齢者宅に電話をかけ、

「払い過ぎた保険料の払い戻しがあ
ります」などと言葉巧みに ATM 
に誘導し、口座からお金を騙し取
ります。携帯電話をかけながら
ATM を操作している人を見掛け
たら、「還付金詐欺に注意してくだ
さい」などと声を掛けましょう。　
問岸和田警察署 439 － 1234

近畿職業能力開発大学校
令和 5 年 4 月入学生募集

近畿職業能力開発大学校は「企業
の製造現場での最新の技能・技術」
に対応できる人材を育成する国立
の工科系大学校です。生産技術科、
電気エネルギー制御科、電子情報
技術科、住居環境科の学生を若干
名募集します。
対高等学校または中等教育学校を 
卒業した人（3月卒業見込みの人を 
含む）　願書受付12 月 15 日㈭～ 
1月25 日㈬　試験2 月 2 日㈭に近 
畿職業能力開発大学校（岸の丘町3 
丁目）で　試験科目数学Ⅰ、コミュ
ニケーション英語Ⅰ　問近畿職業
能力開発大学校 489 － 2112

借金問題解決のための
土・日無料相談会

12月10日㈯・11日㈰に近畿財務局
（大阪市中央区）で、弁護士による 
相談会を実施します。事前予約制
です。借金でお困りの人は、ひと
りで悩まず、ぜひお越しください。
時午前 10 時～午後 4 時　申・問電
話で近畿財務局多重債務無料相談
窓口へ 06 － 6949 － 6523　※
契約書、返済予定表、取引明細書、
領収書、クレジットカード、督促
状などをお持ちの場合はご持参く
ださい。

業務によって新型コロナウイル
スに感染した場合、労災保険給
付の対象になります

以下の場合は労災保険給付の対象
になります。詳しくは厚生労働省
ホームページをご確認ください。
▶感染経路が業務によることが明
らかな場合 ▶感染経路が不明の
場合でも、感染リスクが高い業務
に従事し、それにより感染した蓋

が い

然
ぜ ん せ い

性が強い場合 ▶医師・看護師
や介護の業務に従事される方々に
ついては、業務外で感染したこと
が明らかな場合を除き、原則とし
て対象 ▶症状が持続し（罹

り か ん

患後
症状があり）、療養等が必要と認
められる場合も保険給付の対象　
問大阪労働局労災補償
課  06 － 6949 － 65 
07

家屋のリフォーム・解体工事は
適切なアスベスト対策を行う
業者に発注を

個人所有の家屋やマンションも含
め、建築物のリフォームや解体工
事を行う場合は、事前に石綿の有
無を調査する必要があります。工
事を発注する人にも配慮義務が生
じます。詳しくは石綿総合情報ポ
ータルサイトをご確認ください。　
問岸和田労働基準監督
署安全衛生課 498 －
1013

税金

その他の
お知らせ

訂正してお詫びします
11 月 1 日発行の「きしわだ
議会だより」第 190 号 2 面
にて、京西議員の名前に誤
りがありました。訂正して
お詫びいたします。

（誤）京西　且明
（正）京西　且哲
問議会事務局総務課総務担

当 423 － 9665
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　年末年始の市役所や各施設の業務は下表１の
とおりです。
　休み中、戸籍に関する届は市民課でお預かり
します。住民票・印鑑登録証明書・戸籍謄抄本
の発行、住民異動届、印鑑登録、マイナンバー
カード、パスポートに関する手続きはできませ
ん。ただし、コンビニ交付はご利用できます。
道路での水道管からの漏水など、緊急の場合

は休業中でも市役所へご連絡ください。
問市役所大代表 423－ 2121

■ごみ・し尿の収集
　普通ごみ、空きビン・空きカン・ペットボト
ル、プラスチック製容器包装の収集日は、下表
２のとおりです。
※年末年始は通常より収集時間が早くなる場合が
ありますので、早めにごみを出してください。
▶粗大ごみの収集
　申し込みは、年内は 12 月 28 日㈬午後５時
半まで、年始は１月 4日㈬午前９時からです。
また、年内の収集は 12月 9日㈮までに申し込
んでください。
申粗大ごみ受け付け電話へ 433－ 0053
▶し尿の収集
　年内は 12 月 30 日㈮午前中まで、年始は１
月４日㈬から平常通り収集します。
　臨時収集が必要な場合は、12 月 23 日㈮午
前中までに直接、収集業者に連絡してください
（臨時料金が必要です）。
問廃棄物対策課 423－ 1461

■岸貝クリーンセンターへのごみの搬入は
　お早めに
　年末年始の直接搬入受け付けは下表３のとお
りです。搬入不可の物がありますので、ホーム
ページで確認していただくか、事前にお問い合
わせください。搬入時は必ずシートなどで荷台
を覆ってください。
　年末年始は混雑します。急を要する場合のみ
ご利用ください。
料金70㎏以下は 1,000 円、70㎏を超えると 10
㎏につき 120 円を加算
問岸和田市貝塚市清掃施設組合 436－ 5389

■ホールなどの貸館抽選
▶マドカホール
対象月令和6年１月分
抽選１月６日㈮午前９時
問マドカホール 443－ 3800
▶南海浪切ホール
対象月令和6年１月分
抽選１月６日㈮午前 10時
問南海浪切ホール 439－ 4173
▶自泉会館
対象月令和5年７月分
抽選１月６日㈮午前９時
問自泉会館 423－ 9743

■小児救急、歯科診療（表A、表B）
■市民病院　 445 － 1000
　年末の外来診療は、12月 28日㈬まで行います。また、
年始は1月 4日㈬から開始します。
◎救急診療の受け付け
▶内科・外科（急患のみ）…12 月 28 日㈬午後５時～
１月 4日㈬午前８時 45分
▶小児科…表Ａ参照
■適切な医療機関がわからない場合
　突然のケガや病気で、すぐ病院に行くべきか、救急車を
呼ぶべきか判断に迷った時は、下記に電話してください。
▶救急安心センターおおさか（365 日 24 時間）…＃
7119、または 06 － 6582 － 7119（症状に応じた
救急病院の案内も行います）
▶小児救急電話相談（365 日午後 7時～翌午前８時）
…＃ 8000、または 06－ 6765－ 3650
■新型コロナ受診相談センター（24時間）　
 06－ 7166－ 9911  06－ 6944－ 7579

年末年始の救急医療（小児救急、歯科診療、市民病院）

年末

12/20 ㈫～ 30 ㈮９時～ 17時
（24㈯・25㈰も受け付け）

12/31 ㈯９時～ 12時

年始

1/1 ㈷～ 3㈫休業

1/4 ㈬・5㈭９時～ 17時

1/6 ㈮～通常通り
（祝日を含む月～金曜日 13時～ 17時）

※搬入時に「一般廃棄物搬入申請書」と本人確認が
できるもの（運転免許証など）が必要です。

※終了時間の30分前までに入場してください。

【表3】岸貝クリーンセンター年末年始直接搬入受付

【表Ａ】小児救急輪番体制
日程 医療機関 時間

12/29 ㈭
～ 1/3 ㈫

泉州北部小児初期救急広域センター
（荒木町1丁目    443 － 5940）

  9 時～12時
13 時～16 時
17時～22時

12/29 ㈭ 岸和田市民病院
（額原町　 445 － 1000）

23 時
    ～翌 6 時

12/30 ㈮ 市立貝塚病院
（貝塚市堀3丁目　 422－5865）

12/31 ㈯
和泉市立総合医療センター
（和泉市和気町 4丁目　 0725 －
41－1331）

1/1 ㈷ 大阪母子医療センター（和泉市室
堂町　 0725 －56－1220）

1/2 ㉁ 阪南市民病院
（阪南市下出　 471 － 3321）

1/3 ㈫ 和泉市立総合医療センター

※上記以外の休日診療は、岸和田市民病院ホームページの「泉
州小児救急診療体制」をご確認ください。

【表Ｂ】歯科輪番体制
日程 医療機関

12/29 ㈭ うえだ歯科医院（尾生町 5
丁目　 441 － 4618）

12/30 ㈮ 竹内デンタルオフィス（加守
町1丁目　 423 － 4300）

12/31 ㈯
はしもと歯科クリニック
（荒木町 2丁目　 448 －
5755）

1/1 ㈷ ふじさわ歯科医院
（山直中町  445－2009）

1/2 ㉁ 髙橋歯科診療所（加守町 1
丁目　 430 － 4618）

1/3 ㈫ ゆば歯科医院
（東ヶ丘町   444－9944）

時間：9 時～11時、13 時～15時

※来院前に必ず電話でご確認く
ださい。来院時は健康保険証
を忘れずにお持ちください。

年末は 12月 28 日㈬まで、年始は 1月 4日㈬から
市役所の業務案内

【表2】ごみ収集日
普通ごみ

収集日 年末 年始
月・木曜日 12/29 ㈭ 1/5 ㈭
火・金曜日 12/30 ㈮ 1/6 ㈮
水・土曜日 12/28 ㈬ 1/4 ㈬

空きビン・空きカン・ペットボトル
収集日 年末 年始
水曜日 12/28 ㈬ 1/4 ㈬
木曜日 12/29 ㈭ 1/5 ㈭
金曜日 12/30 ㈮ 1/6 ㈮

プラスチック製容器包装
収集日 年末 年始
月曜日 12/26 ㈪ 1/9 ㈷
火曜日 12/27 ㈫ 1/10 ㈫
水曜日 12/28 ㈬ 1/4 ㈬
木曜日 12/29 ㈭ 1/5 ㈭
金曜日 12/30 ㈮ 1/6 ㈮

施設名 年末 年始
・自然資料館 12/27 ㈫まで 1/4 ㈬から
・市役所
・山滝支所
・サービスセンター
・男女共同参画センター
・消費生活センター　
・保健センター
・総合通園センター
・ 子育て支援センター
  さくらだい
・市立保育所
・福祉総合センター
・高齢者ふれあいセンター
　朝陽
・岸和田城
・だんじり会館
・ まちづくりの館
・二の丸広場観光交流センター
・市営駐車場
・公民館・青少年会館
・図書館
・中央体育館
・大沢山荘
・岸和田駅前観光案内所
・撤去自転車等専用駐車場

12/28 ㈬まで 1/4 ㈬から

・ 岸和田地域
  子育て支援センター 12/28 ㈬まで 1/5 ㈭から

・マドカホール
・自泉会館 12/28 ㈬まで 1/6 ㈮から

・南海浪切ホール 12/28 ㈬まで 1/3 ㈫から
・総合体育館 12/30 ㈮まで 1/3 ㈫から
・斎場 12/31 ㈯まで 1/2 ㉁から
・市営自転車等駐車場
（鉄道各駅） 12/31 ㈯まで 1/4 ㈬から

【表1】主な施設の業務



「大阪泉州桐
き り

箪
た ん

笥
す

」は良質で厚みのある桐材を用い、泉州発祥の型
と言われる、角を丸く削った形が特徴的な「胴丸型」と呼ばれる箪笥
が多いことから重厚な雰囲気を持っています。職人の手で手間をかけ、
一つひとつ手作業で丁寧に組まれた「組み手」という製造技術が多く
使われており、機械では生み出せない職人手作りならではの、強度と
丈夫さを兼ね備えています。また、伝統的な技術を駆使して作られた
一点ものである大阪泉州桐箪笥は、「桐箪笥の最高峰」と称されてい
ます。
　桐箪笥には、防虫性や難燃性、防腐性など多くの長所があり、使い

勝手の良さ、重厚感、高級感から長年に渡って人々に愛用されていま
す。歴史は古く、江戸時代には製造されていたという記録がある程で、
泉州地域に留まらず、長年全国的に愛されてきた伝統工芸品です。
　大阪泉州桐箪笥組合には「経済産業大臣
指定伝統的工芸品」を製造できる技術を持
った職人が所属しています。岸和田市では
「溝川桐タンス」「株式会社田中家具製作所」
「株式会社留河」が大阪泉州桐箪笥組合に加
盟しています。
問合 商品について…大阪泉州桐箪笥組合
 443 － 5691  443 － 5692、岸和田
ブランドについて…産業政策課事業者支
援担当 423 － 9485　 423 － 6925

岸和田市市制施行100周年記念事業

特別展「岸和田と岡部家―岸和田の礎を築いた特別展「岸和田と岡部家―岸和田の礎を築いた
岡部家の変遷をたどる―」展示解説岡部家の変遷をたどる―」展示解説

　現在、岸和田城では 230 年間岸和田藩主であった岡部家が岸和
田に至るまでの歴史をたどる特別展「岸和田と岡部家」を開催して
います。展示資料や内容の理解を深められるよう、郷土文化課郷土
史専門職員が解説します。事前申し込みは不要です。
日・時12 月 17 日㈯①午前 11時 ②午後２時
場岸和田城天守閣２階（岸城町）
費高校生以上 300 円（入場料）
問郷土文化課郷土史担当 423 － 9689

「令和 岸和田風物百選～伝え継ぐ岸和田～」「令和 岸和田風物百選～伝え継ぐ岸和田～」
展覧会展覧会

　岸和田にゆかりのある小学生以上の皆さんから募集した 100 点
の美術作品の展覧会を開催します。今だからこそ残しておきたい建
築物、次代へ伝えていきたい風景などの美術作品を通して思い出を
振り返り、岸和田の魅力を再発見してください。
日 12 月 23 日㈮～ 25日㈰
時午前 10時～午後 5時
場 マドカホール（荒木町 1丁目）
問マドカホール 443 － 3800

岸和田市少年少女合唱団　創立岸和田市少年少女合唱団　創立 3535 周年記念 周年記念 
第第 2929 回定期演奏会回定期演奏会

日・時１月 8日㈰午後 2時開演（30 分
前開場）
場マドカホール（荒木町１丁目）
曲目ゲストとの合同…「このみちをゆ
こうよ」、ジュニア…「おかしのす
きなまほう使い」「君をのせて」ほか、 
シニア…「夢みたものは」ほか
問マドカホール 443 － 3800 岸和田市少年少女合唱団

下水道マンホール新デザインが決定下水道マンホール新デザインが決定
　下水道マンホールの新デザイン投票に
ご協力いただきありがとうございまし
た。候補デザインの 4点の中から、新し
いマンホールのデザインは「案内人ちき
りくん」に決定しました。
問下水道整備課管理調整担当 423 －
9650

「新・BS日本のうた」公開収録「新・BS日本のうた」公開収録
観覧者募集観覧者募集

　本市とNHK大阪放送局が共催で、「新・BS日本のうた」の公
開収録を行います。
日・時２月 16日㈭午後 6時開演～ 2 時間程度（40分前開場）
場南海浪切ホール（港緑町）
費無料
申１月 20日㈮正午までに右QRコードから
※インターネット申し込みのみです。応募者多数の場合は
抽選を行います。
問企画課企画担当 423 － 9493

申し込みは
こちらから

川中 美幸 中村 美律子 大月 みやこ

大阪エヴェッサ　ホームゲーム　大阪エヴェッサ　ホームゲーム　
岸和田市民応援デー開催岸和田市民応援デー開催

　プロバスケットボール「B.LEAGUE」大阪エヴェッサのホーム
ゲーム、 サンロッカーズ渋谷戦のアリーナ2階自由席を市民特別価
格で招待します。
対市内在住または在学の小・中学生
日・時①1月 28日㈯午後 5時 5分 ② 1月 29日㈰午後 3時 5分
場おおきにアリーナ舞洲（大阪市此花区）
費無料（同伴者は大人 1,000 円、高校生 500 円）
申１月26日㈭までに右QRコードから
問大阪エヴェッサクラブオフィスホームタウン担当

0120 －937 －625
申し込みは
こちらから

©OSAKA EVESSA

詳しくは
こちらから

詳しくは
こちらから

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。

辰巳 ゆうと 徳永 ゆうき

出演者（敬称略）

ほか

トピックス 9

き し わ だ の え え も ん

岸和田ブランドの認定品を紹介します

大阪泉州桐箪笥
（市内業者に限る）
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特集 まちをまちを美しく美しく、暮らしを、暮らしを清潔に
私たちの生活に必要不可欠な下水道

　下水道は、皆さんの家庭や工場、飲食店などから排水された汚水を処理し、川や海の水質
を守る役割を果たしています。もし、下水道が使えなくなったらどんなことが起きるでしょ
うか。きれいな下水道を維持するために私たちにできることは何なのか考えましょう。
問合　下水道整備課排水設備担当 072 － 423－ 9585  072 － 423－ 3555

　グリース阻集器とは、排水中の油脂分を分離・貯留して宅内排水管や下水道管
に流さないようにする装置のことです。グリース阻集器に流れ込んだ排水中の油
脂分は、比重差によって水面に浮き、油脂分の少ない排水だけが宅内排水管に流
れていきます。下水道管の詰まりを防ぐため、設置と清掃にご協力ください。
　飲食店など食用油を使用している事業所では、適正な容量・構造を持ったグ
リース阻集器を設置し、清掃などの日常管理を十分に行ってください。清掃を
怠ると、油脂分が流れ出て排水管を詰まらせ、敷地内の汚水ますから汚水が噴
出し、異臭や害虫が発生する危険性があります。また、敷地内だけでなく、公
共下水道管を詰まらせ、近隣の住環境に多大な影響を与える可能性もあります。

飲食店などの事業所はグリース阻集器の設置と清掃にご協力を

流入 流出

③比重の軽い油が浮上

①バスケットで大き
な固体ごみを回収

②ゆっくり流れ
水温が低下 ④ゴミ・油脂が沈む

⑤油の少ない
排水が流出

ふた
隔板

バスケット
排水
トラップ

注意：掃除口キャップ
は忘れず元の位置へ

油脂分

バスケット
の掃除は
毎日1回

油脂分
の掃除は
毎日1回

トラップ内部
の掃除は
2～ 3カ月
に1回

ゴミ・油脂
の掃除は

1週間に1回

－グリース阻集器の図－

グリース阻集器清掃前 グリース阻集器清掃後

廃食油は流さない

冷えて固まると下水道
管が詰まってしまうた
め、廃食油は紙で拭き
取るか、固めて燃える
ゴミで捨てましょう。

冷えて固まると下水道
管が詰まってしまうた

本市では、家庭の台所から出た廃食油の回収を実施して
います。詳しくは市ホームページをご確認いただくか廃棄
物対策課にお問い合わせください。
問合　廃棄物対策課減量推進担当 072 － 423 － 9465
 072－ 436－ 0418

詳しくは
こちらから

危険物は流さない

マンホールなどにガソ
リンやシンナー、石油、
アルコール類などの危
険物は流さないでくだ
さい。

マンホールなどにガソ
リンやシンナー、石油、
アルコール類などの危
険物は流さないでくだ
さい。

熱いお湯は流さない

排水管が傷んでしまう
ため、冷ましてから流
しましょう。

排水管が傷んでしまう
ため、冷ましてから流

トイレットペーパー
以外は流さない

トイレに流していい紙は
原則トイレットペーパー
のみです。ティッシュペ
ーパーや紙おむつなどは
水に溶けにくいので流さ
ないでください。

下水道の維持管理には、皆さん一人ひとりの心掛けが大切です！

　まちを美しくするためだけでなく、皆さんが普段から当たり前のように排出
している生活排水を適切に処理するために、下水道の維持管理は欠かせません。
もし下水道管が詰まってしまうと、復旧作業が終わるまで水洗トイレが使えな
いなど、生活面で非常に困ります。このような事故が起こらないよう、詰まり
を防ぐために管理するのが私の仕事です。もちろん緊急連絡があれば、いつで
も復旧作業を行います。作業後に近所の方に「ありがとう」や「ご苦労様」と
一声掛けてもらえた時、皆さんの生活の安全・安心を守っている実感が湧きます。
　下水道管が詰まる要因は油脂類や水に溶けにくい物など、様々なケースがあ
り対処が大変です。そこで皆さんにお願いです。油をシンクに流すことやトイ
レットペーパー以外の物をトイレに流すこと、業者の方などはセメントを流す
ことはしないでください。「自分だけだからいいだろう」「少しだけだから」と
いう気持ちを捨てて、一人ひとりがきれいに維持しようと心掛けていただけれ
ば、より一層まちも美しく、暮らしも清潔になっていくと思います。

下水道施設維持管理業務受託業者
星光建設株式会社
前田さん

①①

②②

③③

④④

マンホールふた
を開けて…

マンホール内に入り…

酸素・硫化水素濃度を
計ります

マンホール内の油脂類を
取り除きます

集中豪雨などが発生し
た場合、雨水が溢れ出
し、まちが水浸しにな
ってしまいます。

■汚水処理による生活環境の改善
　家庭や工場、飲食店などから排出された
汚水を処理して、快適な生活環境を確保し
ます。

■浸水被害を防ぐ
　降った雨水を速やかに排除して、浸水か
らまちを守ります。

■川や海などの水質保全
　汚水を処理し、きれいにした水を川や海
に放流することにより、その水質を改善し、
保全します。

下水道が流れなくなるとどんなことが起こるのか？

下水処理せずに川や海
に放流すると、川や海
だけでなく、まちも汚
れ、悪臭が広がるなど
不衛生になります。

普段から当たり前のよ
うに使っている水洗ト
イレや水道水の排水が
できなくなります。

下水道の役割２２

下水道事故を防ぐために普段から私たちにできることを確認しましょう！４４

　昨年、調理に使用された後の油脂が下
水道へ流入し、冷えて固まり下水道管が
詰まってしまう事故や、ポンプ場に鉱物
性油が流入する事故が発生し、汚水処理
を停止する事態となりました。また、自
然勾配で流すことのできない汚水を圧送
するためのマンホールポンプに、水に溶
けない布類、紙類が流入し、圧送が停止
する事故が今年発生しています。このよ
うな事故が起こると下水道が流れなくな
り、生活に支障をきたします。 油脂で詰まった

下水道管

水に溶けない布類、紙類が
固まったマンホールポンプ

回収した油脂塊

油脂塊が詰まって溢れ出した
下水道マンホール鉱物性油が

流入したポンプ場

実際に下水道が流れなくなる事故が発生しています！３３
流入前流入前 流入後流入後

　下水道施設は主に、①家庭や工場、飲食店などから発生する汚水を下水処理場まで運ぶ排水管 ②一部自然勾配で流すことのできない
地域の汚水を圧送するポンプ場 ③汚水を処理してきれいな水にする下水処理場から構成されています。汚水は、下図の工程で処理され
た後、河川や海域などの公共用水域に放流されます。

沈砂池 最初沈殿池 生物反応槽 最終沈殿池
急速

砂ろ過池 消毒設備 川や海に
放流

大きなゴミ
や砂を取り
除きます

ゆっくり水を
流して細かい
ゴミを取り除
きます

殺菌消毒して
放流されます

砂の中を通す
ことで、より
細かい汚れを
取り除きます

微生物の働き
によって、汚
水中の有機分
を分解します

微生物を含ん
だ汚泥を取り
除きます

②ポンプ場

①排水管

③下水処理場－下水処理のしくみの図－

雨水

汚水汚水

家庭 飲食店

マンホール

　これは汚水と雨水を別々の排水管に
流す「分流式下水道」の図です。市内
には汚水と雨水を同じ排水管に流す「合
流式下水道」の地域もあります。

下水道のしくみ１１
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新条地区公民館
クラブ見学・体験Week

地区公民館で活動しているクラブ
員の皆さんと一緒に活動してみま
せんか。見学のみも歓迎します。
各クラブの開催日時や内容など、
詳しくはお問い合わせください。
日日1212 月 1 日㈭・6 日㈫～月 1 日㈭・6 日㈫～ 1818 日日
㈰　㈰　場・場・問問新条地区公新条地区公
民館（荒木町 2丁目）民館（荒木町 2丁目）
 441－ 4123

岸和田城歴史講座
「岸和田の食文化」第三弾

第二弾に引き続き、明治時代に書
かれた「熊沢友雄日記」にフォー
カスを当て、当時の地元の食生活
を紹介します。
日・時12月25日㈰午後2時～3時 
場岸和田城多

た も ん や ぐ ら

聞櫓・隅
すみやぐら

櫓（岸城町） 
講江間一夫氏（公民館講師）　定30
人（抽選）　申・問12 月 13 日㈫ま

でに電話または電子メール（住所、
参加者全員の氏名、電話番号を記
入）で岸和田城へ 431 － 3251　
{kishiwadacastle.1954@gmail.
com

女性のためのつながりサポート
「出張相談会」

社会福祉士や精神保健福祉士、保
育士などが相談に応じます。
対対女性　女性　日・日・時時1212 月月 1313 日㈫午前日㈫午前
1010 時～正午　時～正午　場場コープ岸和田店
（北町） 定10 人（申込先着順）　
申・申・問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　{t
sunagarisapoto59@gmail.comgmail.com

歴史的な建物保全セミナー
「古民家は地震に弱い？～古民
家の耐震性の本当のところ～」

研究者や工務店への取材から見え
た、古民家の耐震性や魅力につい
てお話しします。
対歴史のある建築物や古民家な
どの所有者や耐震に不安のある人　
日・時12 月 18 日㈰午前 10 時～
正午　場まちづくりの館（本町）　
講大原鉄平氏（クロニカ代表）　
定15 人（申込先着順）　申・問12
月 16 日㈮までに電話またはファ
クス・電子メール（講座名、住所、
氏名、電話番号を記入）で都市計

趣味・教養

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」

画課街づくり支援担当へ 423－
9505  423－3347 {tokei@
city.kishiwada.osaka.jp

犬の飼い方教室を開催します

犬の習性やトレーニング方法を理
解し、愛犬との信頼関係を築きま
しょう。
日など次表のとおり　申・問１月
16 日㈪までに電話またはホーム
ページから府動物愛護
管理センター泉佐野支
所へ 464－9777

第 6回自泉クリスマス会 灯
あ か

り展

灯りワークショップで作成した作
品を中心に展示します。
日・時12月16日㈮～18日㈰午前
10時～午後5時（最終日は午後4時
まで）　場自泉会館（岸城町）　問岸
和田文化事業協会 437－ 3801

時代を楽しむ音楽会 後期ロマン派
編～自由に音楽をつむぐ時代へ～

クラシック音楽は謎がいっぱい。
初心者の人にも楽しんでいただけ
るよう、曲の解説も行います。
日・時１月13日㈮午後7時開演（30
分前開場）　場自泉会館（岸城町）　
曲目展覧会の絵（ムソルグスキー）
ほか　出演髙木真実子（ピアノ）　
チケット2,000円（当日500円増。
自泉会館で販売）　定50 人　問岸
和田文化事業協会 437－ 3801

新年を寿
ことほ

ぐ 舞と芝居のお話

ご祝儀舞を披露し、ワークショッ
プや日本舞踊解説も行います。
日・時１月29日㈰午後2時開演（30
分前開場）　場杉江能楽堂（岸城町）
出演片岡當史弥（日本舞踊・ワーク
ショップ）、藤間卯香（日本舞踊）、
藤間勘史卯（解説）　チケット3,000
円（当日 500 円増。12 月６日㈫
から自泉会館で販売）　定100 人　
問岸和田文化事業協会 437 －
3801

岸和田・貝塚合同就職面接会を
開催します

地元企業を中心に 42 社（予定）
が参加します。当日、面接を希望
する人は履歴書（企業数分）をお
持ちください。来場には事前申し
込みが必要です。
対対就職を希望している人や来春卒就職を希望している人や来春卒
業見込みの人　業見込みの人　日・日・時時１月１月2020 日㈮日㈮
午後 1時～ 3時半　午後 1時～ 3時半　場場南海浪切南海浪切
ホール（港緑町）　ホール（港緑町）　申・申・問問電話また電話また
はファクス（住所、氏名、ふりがな、はファクス（住所、氏名、ふりがな、
年齢、生年月日、電話番号、過去年齢、生年月日、電話番号、過去
2年間のハローワーク登録有無を2年間のハローワーク登録有無を
記入）で産業政策課労働政策担当記入）で産業政策課労働政策担当
へへ423－9621 423－6925

暮らし

活動内容
和太鼓、大正琴、社交ダンス、太極和太鼓、大正琴、社交ダンス、太極
拳、新舞踊、カラオケ、女性コーラス、拳、新舞踊、カラオケ、女性コーラス、
男性コーラス、泉州音頭、ストレッチ、男性コーラス、泉州音頭、ストレッチ、
詩吟、パソコン、篠笛、子どもバレエ、詩吟、パソコン、篠笛、子どもバレエ、
民謡、囲碁、陶芸、フラダンス、編み物、民謡、囲碁、陶芸、フラダンス、編み物、
マジックマジック

日時 内容 場所

2/18 ㈯
13:30～
16:30

犬に関する法
律や防災対
策、健康管理、
しつけの講義

保健
センター
（別所町3丁
目）

2/19 ㈰
10:00～
16:30のうち
1時間程度

実技講習（犬
を同伴せず見
学だけも可）

府動物
愛護管理
センター
（羽曳野市）

芸術・文化

資格・技能・
ビジネス

広
告　飲食の提供はありません。各団体、　飲食の提供はありません。各団体、

最少人数での参加にご協力をお願いし最少人数での参加にご協力をお願いし
ます。ます。
日・日・時時１月4日㈬午前１月 4日㈬午前 1111 時～正午時～正午
場場南海浪切ホール（港緑町）南海浪切ホール（港緑町）
申・申・問問1212 月月 2222 日㈭までにはがきまた日㈭までにはがきまた
はファクス・電子メール（氏名、所属、はファクス・電子メール（氏名、所属、
役職、電話番号、メールアドレスを役職、電話番号、メールアドレスを
記入）で秘書課へ記入）で秘書課へ〒596－8510 

423－9406  432－1937 {hi
syoka@city.kishiwada.osaka.jp

令和 5年 岸和田市新年互礼会

前回の講座の様子

展示作品

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

　第4回目は万代博史氏（郷　第4回目は万代博史氏（郷
土史研究家）が所蔵・監修土史研究家）が所蔵・監修
する、数百点に及ぶ「絵はする、数百点に及ぶ「絵は
がき 泉州編」（岸和田・堺・がき 泉州編」（岸和田・堺・
忠岡・熊取を除く）を展示忠岡・熊取を除く）を展示
します。ホームページでもします。ホームページでも
公開しています。公開しています。
日日1212月月1111日㈰日㈰～～1月1月2929日㈰日㈰
場・場・問問図書館本館図書館本館
（岸城町）（岸城町）

422－ 2142

泉州ゆかりコレクション

※2/18 ㈯の講義受講者のみ、19㈰の
実技講習に参加できます。
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介護職員初任者研修

対現在失業中かつ求職中で、介護
福祉施設などでの就労を希望し、
全回受講できる市内在住者　日１
月 16 日㈪～ 2月 28 日㈫の平日
（全16回）　時午前9時 10分～午

後6時（時間変動あり）　場㈱SAT 
JAPAN COCO CARE SCHOOL
（荒木町2丁目）　費12,000円（テ
キスト代含む）　定10 人（抽選）　
申・問12 月 22 日㈭（必着）まで
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、日中連絡可能な電話
番号、受講理由を記入）で産業
政策課労働政策担当へ〒 596 －
8510  423－ 9621 {roudo
u-k@city.kishiwada.osaka.jp
※電子メールで申し込みの場合は
要電話確認。

泉州サイクル月間（シェアサイクル）

インターネットから事前予約し、インターネットから事前予約し、
好きな場所（ポート）で貸し出し・好きな場所（ポート）で貸し出し・
返却ができます。詳しくはホーム返却ができます。詳しくはホーム
ページをご確認ください。「泉州ページをご確認ください。「泉州
くるナビ」でデジタルスタンプラくるナビ」でデジタルスタンプラ
リーも開催しています。リーも開催しています。
日日1212 月月 1212 日㈪まで　日㈪まで　ポートポート南
海…羽衣駅・泉大津駅・岸和田駅・羽衣駅・泉大津駅・岸和田駅・
貝塚駅､貝塚駅､ JR…和泉府中駅・東岸和泉府中駅・東岸
和田駅　和田駅　費費１日１日 1,0001,000 円（別途、円（別途、
駐輪場代）　駐輪場代）　問問KIX 泉KIX 泉
州ツーリズムビューロ州ツーリズムビューロ
ーー 436－ 3440

認知症の人を支える家族のつどい

米谷正次氏（認知症カフェ「チャ米谷正次氏（認知症カフェ「チャ
ムール」代表）による「認知症カムール」代表）による「認知症カ
フェとケアについての実践報告」フェとケアについての実践報告」
と座談会があります。と座談会があります。認知症を一
緒に学び、抱えている悩みや思い
を話してみませんか。
日・日・時時1212 月月 1414 日㈬午後２時～４日㈬午後２時～４
時（時（3030 分前受け付け開始）　分前受け付け開始）　場場福福
祉総合センター（野田町 1丁目）　　祉総合センター（野田町 1丁目）　　
定定5050人（申込先着順）　人（申込先着順）　申・申・問問電話電話
で福祉政策課地域福祉推進担当へで福祉政策課地域福祉推進担当へ
 423－ 9467

地域連携フォーラム「介護を快護に」

「介護」や「介護職」について理「介護」や「介護職」について理
解を深めてみませんか。解を深めてみませんか。

日・日・時時1212 月月 1717 日㈯午後 1時～ 4日㈯午後 1時～ 4
時半　時半　場場南海浪切ホール（港緑町）　南海浪切ホール（港緑町）　
内・内・講講次表のとおり　次表のとおり　定定120120人（当人（当
日先着順）　日先着順）　問問企画課企画課 423－94
93、和歌山大学岸和田サテライト
 433－ 0875

第142 回 わだい浪切サロン

日・時12 月 21 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　内新しい福
祉が始まる－増進型地域福祉への
展開－　講小野達也氏（桃山学院
大学社会学部教授）　定対面…40
人、オンライン…100 人（申込先
着順）　申・問12 月 20 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

ただちに減塩！ 高血圧改善教室
高血圧よ、さようなら！

対本市の住民基本台帳に記載のあ
る 40 歳～ 69 歳の人で、血圧測
定値が収縮期血圧 140mmHg 以
上または拡張期血圧 90mmHg以
上の人　日・時１月 12 日㈭・27
日㈮、2 月 9 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）、管理栄養士、理学療
法士、保健師　定12 人（申込先
着順）　申・問電話で保健センター
へ 423－8811　 423－8833

令和5年 大阪ろうあ者成人式
～二

は た ち

十歳のつどい～

健康・福祉

その他の
ヨガや太極拳
などは
こちらから

部 内容 講師

第
1
部

基調講演「家族の
介護を通して介護
者が得たもの
～男性介護者の視
点から考える～」　

津止正敏氏
（立命館大学
名誉教授）

第
2
部

パネル
ディスカッション
①介護者
　被介護者の声
②介護現場の改革
③行政の描く介護
の未来像とは

金川めぐみ氏
（和歌山大学
経済学部教授）、
津止正敏氏、
太下悦子氏
（社会福祉法人
和秀会施設長）、
岸和田市地域包
括支援センター
社協ほか

　岸和田市少年少女合唱団は定期演奏会をはじめ、市内外での演奏会やチ
ャリティーコンサートなどの活動をしています。「たくさんの仲間と一緒
に歌えて楽しい」「練習日が待ち遠しい」そんな合唱活動をめざしています。
対など下表のとおり
面接（ジュニアクラス）1月 15日㈰午前 10時にマドカホールで（簡単な視唱と面接）
申・問1月 14 日㈯までにマドカホールに備え付けの申込用紙に必要事項を記入し、直接
または郵送でマドカホールへ〒 596－ 0004 荒木町 1丁目 17－ 1　 443－ 3800

対象（募集時点での学年） 練習日時 練習場所 費用
キッズクラス
～エスペランサ～ 市内在住の年長児・小学1年生 第1・3日曜日

午前9時～ 10時 マドカ
ホール

5,000 円 /6カ月
（別途、実費あり）

ジュニアクラス 市内在住の小学2～ 5年生 毎週日曜日
午前9時～正午

3,000 円 / 月
（別途、実費あり）

♪うたのすきな、おともだち、あつまれ～！（2月入団生募集）

スポーツ

式典や懇親会などを行います。二十歳の門出を
お祝いしましょう。
日・時1月 8日㈰午後2時～4時
場府立福祉情報コミュニケーションセンター
（大阪市東成区）
申・問1212月9日㈮までに電話またはファクス（住月9日㈮までに電話またはファクス（住
所、氏名、生年月日、ファク所、氏名、生年月日、ファク
ス番号を記入）で公益社団法ス番号を記入）で公益社団法
人大阪聴力障害者協会事務人大阪聴力障害者協会事務
局へ局へ 06 － 6748 － 0380　
 06－ 6748－ 0383

体育館のスポーツ教室

教室名 対象 日程 場所 費用

健康維持
ストレッチ

一般 12/6 ㈫ 東ケ丘第一公園（東ケ丘町） 無料
一般 12/9 ㈮ 土生公園（土生町4丁目） 無料

一般 12/12 ㈪ 天神山キリン公園
（天神山町2丁目） 無料

陸上教室・
短距離＋マラソン 小学生 12/10㈯・

17㈯
まなび中央公園
（西之内町） 各 1,200 円

健康テニス 一般 12/12 ㈪ 野田公園テニスコート
（野田町2丁目） 1,000 円

高齢者のための
ストレッチ 一般 12/12 ㈪ 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・中央体育館の各教室
　各教室の時間など詳しくはホームページをご確認ください。
場①～④…総合体育館（西之内町）、⑤…すぱーく岸和田（西之内町）、
⑥～⑪…中央体育館（作才町1丁目）
申・問電話（②はファクスも可）で、①～⑤は前日までに総合体育館
へ 441 － 9200  441 － 9204、⑥～⑪は 12 月 28 日㈬ま
でに中央体育館へ 422－ 0326

教室名 対象 日程 費用

① 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 12/8㈭・15㈭・
22㈭・29㈭

1回
無料

② 手話でゆったりストレッチヨガ 聴覚障害者 12/10 ㈯ 無料

③ 無料体験会バレーボールスクール 中学生以上 12/14 ㈬・21㈬・
28㈬

1回
無料

④ 幼児運動あそび 2歳半～4歳 1/6～ 3/17 の金曜日

4,000
円
・

全10回

⑤ 中高年の体力維持教室 一般 1/18 ～ 3/22 の水曜日
⑥ 体幹トレーニング教室 一般 1/10 ～ 3/14 の火曜日
⑦ 健康美体操教室 一般 1/11 ～ 3/15 の水曜日
⑧ 健康イキイキ体操教室 一般 1/11 ～ 3/15 の水曜日
⑨ 子ども体操教室 小学1～4年生 1/11 ～ 3/15 の水曜日
⑩ 幼児体操教室 3～ 5歳 1/12 ～ 3/23 の木曜日

⑪ 健康コンディショニング教室 一般 1/13 ～ 3/17 の金曜日

※④は1/13 ㈮を除く。
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大沢山荘「冬のクラフト教室」

竹のクリスマスキャンドルスタン
ドと竹ツリー（つるし飾り）、ミ
ニ門松としめ縄の壁飾りの4種類
を制作します。
対市内在住・在勤者（小学生以下は
保護者同伴で）　日・時12月18日
㈰午前9時半～正午　場大沢山荘
講大沢山荘スタッフ　費１セット
1,500 円（材料費ほか）　定25 人
（抽選）　申・問12月13日㈫（必着）
までに往復はがき（講座名、参加
者全員の住所・氏名・年齢・電話
番号、必要な材料セット数を記入）
で大沢山荘へ〒 596－0114 大沢
町440  479 － 0108

しめ縄づくり講座

自分で「しめ縄」を作り、新年を
迎える準備をしませんか。
対成人　日・時12 月 18 日㈰午後
1 時半～ 3 時半　場新条地区公
民館　講関本明氏（公民館講師）　
費400円（材料費）　定20人（抽選）　
申・問12 月 9日㈮（必着）までに
往復はがき（講座名、住所、氏名、
年齢、電話番号を記入）で新条地
区公民館へ〒596－ 0004荒木町
2丁目 22－ 8　 441－ 4123

早春の草花の寄せ植え講習会

日・時２月 2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30 人（抽選）　申12 月
26 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「早春の草花
寄せ植え講習会」係へ〒 596－
0044 西之内町 42－35 {mido
ri-sports@kishiwada-park.jp
※窓口で申し込む場合は、返信用
の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 441－ 9200

地区館講座『家族で子育てを！』

家族で楽しい時間を過ごしましょう。
対満2歳～就学前児童とその家族
（複数可）　日・時12 月 4日㈰午前
10時～11時　場光陽地区公民館
（並松町。駐車場なし）　講子育て
支援センターさくらだい職員　定10
組（申込先着順）　申・問電話で光
陽地区公民館へ 439－ 4786

あさひとしょかんクリスマス会
～「人形劇 すまいる」による、
楽しい人形劇～

人形劇「ふたりのあさごはん」やエ
プロンシアターを楽しみましょう
対幼児～小学校低学年と保護者　
日・時12 月 18 日㈰午後 2時～ 3
時（15分前開場）　場東岸和田市
民センター（土生町 4丁目 リハ
ーブ4階）　定30人（申込先着順）
申・問12 月 8日㈭から旭図書館へ

 428－ 6200

私だけ？子どもかわいく思えない

悩んでいるあなたに寄り添います。
心を軽くしてみませんか。
日・時12月22日㈭午前10時～正
午　場市立公民館（堺町）　講中
山美和氏（保健センターカウンセ
ラー）　定30人（申込先着順）　保１
歳半～就学前児童 6人（申込先着
順。12月 15日㈭までに要申し込
み）　申・問電話または
QRコードから市立公
民館へ 423－9616

ミニだんじり小屋と
豆だんじり組立教室

対小学校高学年と18歳以上の保護
者　日・時12月24日㈯正午～午後
4時　場だんじり会館（本町）　講美

み

似
に だ ん じ り く ら ぶ

地車倶楽部 費1,000 円（材料
費）　定10組（抽選）　申12月13日
㈫午後5時までにQR
コードから　問だんじ
り会館436－0914

祝日おたのしみ会

絵本コーナーで楽しみましょう。
対幼児～小学生　日１月9日㈷
■かるた大会（2部制）
初めての人（年齢制限なし）向け
と、小学生向けの2部制です。
時午前 11 時　定各 10 人（申込

先着順）　場・申・問１月 4日㈬か
ら桜台図書館（下松町 4 丁目）
へ 428－ 9230
■工作「とびだすカード」
時午後2時　定６人（当日先着順）　
場・問山直図書館（三田町） 44
1－ 7575
■おりがみ「カードケース」
時午後2時　定６人（申込先着順）　
場・申・問12 月 20 日㈫から八木図
書館（池尻町）へ 443－ 6849

キッズ・バイリンガル・ヨガ
～ヨガと英語を一緒に楽しもう～

対年長～小学3年生　日・時１月14
日㈯午前 10 時半～正午　場大宮
地区公民館（加守町4丁目）　講大
嶋文氏（バイリンガルヨガインスト
ラクター）　定12人（抽選）　申・問12
月 21 日㈬までにQR
コードから市立公民館
へ 423－9616

パパと一緒に COOKING
～楽しくデコ巻きずしを作ろう！～

料理を通して親子でコミュニケー
ションを取りましょう。
対４歳～小学生の子と父親　日・時
1月21 日㈯①午前10時～11時
半 ②午後 1時半～ 3時　場男女
共同参画センター（加守町4丁目）　
講うずまきこ氏（デコ巻きずしマイ
スターインストラクター）　費1,200
円（材料費ほか。1月 7日㈯まで
に要持参）　定各8組（申込先着順）
申・問12 月 10 日㈯から電話また
はファクス・電子メール（講座名、
住所、氏名、電話番号を記入）で
男女共同参画センターへ 441－
2535　 441－2536 {danjoc
@city.kishiwada.osaka.jp

。

自然・環境

子育て

講中村進氏（日本鳥学会会員）ほか中村進氏（日本鳥学会会員）ほか
申12 月 7日㈬までに双眼鏡の有無を記入し「鳥と植物」係へ

■自然資料館・ミニ実習（申し込み不要）

講当館スタッフほか
費高校生以上 400 円（入場料。同伴者も必要。12月 18日㈰は材料
費 300円も必要）
定各 10人（①②ともに当日午後1時半に抽選。1家族3人まで）

対象 日時 場所 費用 定員
小学生以上（小学生
は保護者同伴で）

12/11 ㈰
9:45～ 12:00

蜻蛉池公園（三ヶ
山町）とその周辺

50円
（傷害保険料）

20人
（抽選）

対象 日程 時間 場所 内容
3歳以上（小学生以
下は保護者同伴で）

12/18 ㈰ ①14:00～ 15:00
② 15:00～ 16:00

自然資料
館（堺町）

クリスマスリース
12/25 ㈰ チリメンモンスター

申12 月 19日㈪までに「春の七草」係へ
※場所は当選者にお知らせします。公共交通機関で行くことができま
す。

■ジオブラ岸和田・身近でみられるおもしろい地形と地質

講濱塚博氏（当館アドバイザー）濱塚博氏（当館アドバイザー）
申122 月月 2626 日㈪までに「ジオブラ」係へ日㈪までに「ジオブラ」係へ

対象 日時 講師 費用 定員
小学生以上
（小学生は保護者同伴で）

1/8㈰
13:30～ 15:30

当館
スタッフ

50円
（傷害保険料）

20人
（抽選）

対象 日時（雨天中止） 場所 費用 定員
小学生以上（小学生
は保護者同伴で）

1/9㈷
13:30～ 15:30 岸和田城周辺

50円
（傷害保険料）

20人
（抽選）

大人だけの参加も歓迎！大人だけの参加も歓迎！
自然資料館のイベント自然資料館のイベント

申・問各締め切り日（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）で自然資料館へ〒596－0072 堺町6－5 423－8100 {sizen@city.kishiwada.osaka.jp

作成する作品作成する作品

■■蜻蛉池公園の鳥と植物の観察会蜻蛉池公園の鳥と植物の観察会 ■1日おくれの春の七草観察
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講座 対象 日時 場所

①

自由来館
「さくら」
（15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

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

12/13㈫・20㈫・
27㈫
10時～ 11時

男女共同参画
センター
（加守町4丁目）

③ ぺんぎんひろば
（15組程度）

歩行始め～
3歳未満

月曜日、12/8 ㈭・
16㈮・23㈮・28
㈬ 10時～ 11時

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

12/22 ㈭
10時～ 11時半

男女共同参画
センター

⑤ こやぎちゃん
ルーム 就学前児童 12/7㈬

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

12/14 ㈬
10時～ 11時

西之内第1公園
（西之内町）

12/15 ㈭
10時～ 11時

東岸和田公園
（土生町）

⑦ 親子であそぼう！
（15組程度） 就学前児童 12/17 ㈯

10時～ 11時
八木市民
センター

⑧ 親子であそぼう！
（8組程度） 就学前児童 12/21 ㈬

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）

12/9 ㈮
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）

妊婦と
その配偶者

12/13 ㈫
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

12/9 ㈮
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は初めて参加の保護者に限る。⑤⑥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

　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
12/4 ㈰
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

12/7 ㈬・14
㈬・21㈬
10時半から
20分程度

5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）
 428－6200

③ おはなし会 小学生
以下

12/14 ㈬
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

12/15 ㈭
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

12/10 ㈯
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

12/24 ㈯
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

12/27 ㈫
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

12/22 ㈭
16時から
30分程度

－

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）

・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12 月 27日㈫午後 1時半～ 2時半
保 3 ～ 12 カ月児（先着 5人。12 月 12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。

講座 内容 日時

園庭遊び
寒さに慣れることで、子どもの免疫力
アップが期待できます。寒さ対策をし
ながら園庭あそびを楽しみましょう。

水曜日
9時半～11時半
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市内在住者対象に無料で相談に応じます。秘密は厳守します。祝・休日を除きます。12・1月の相談
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

12/7 ㈬・21㈬、1/4㈬・18㈬ 13時～ 15時　市職員会館で
当日9時～ 11時に電話で予約（先着①4人 ② 6人）

行政書士による遺言・相続相談 12/14 ㈬、1/11 ㈬ 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） 12/20 ㈫、1/17 ㈫ 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 12/13 ㈫・27㈫、1/10 ㈫・24㈫ 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 12/8 ㈭ 13時～ 15時、1/14 ㈯ 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）12/8 ㈭、1/12 ㈭ 10時～ 11時 50分、12/22 ㈭、1/26 ㈭ 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 12/2 ㈮・16㈮、1/6㈮・20㈮男女共同参画センターで、12/28 ㈬、1/25 ㈬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 12/2 ㈮、1/16 ㈪ 10時～ 12時、12/19 ㈪、1/24 ㈫ 10時～ 12時、13時～ 15時（予約制）

歯科相談 12/8 ㈭、1/12 ㈭ 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）

12/5 ㈪、1/10 ㈫コープ岸和田店、12/8 ㈭、1/12 ㈭山直市民センター、12/21 ㈬、1/18
㈬東岸和田市民センター、12/22 ㈭、1/26 ㈭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） 12/6 ㈫ 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） 12/8 ㈭、1/12 ㈭ 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）12/22 ㈭、1/26 ㈭ 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） 12/7 ㈬ 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 1/25 ㈬ 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） 12/8 ㈭、1/12 ㈭ 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）
　…12月6日㈫・20日㈫、1月17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

思いやる　少しの気持ちで　人助け
　　　　　　　　　　　 澤　一紀（市内在勤）
始めよう　差別許さぬ　まちづくり　
　　　　　　　　　　　 丸谷　嘉徳（市内在住）

12月の
納税・納付

国民健康保険料…12月分
後期高齢者医療保険料…第6期分
介護保険料…第9期分

献血　社会福祉協議会
437－8854

廣野鉄工所…12月2日㈮
ラパーク岸和田…12月10日㈯
マルハン岸和田店…12月16日㈮
泉州卸売団地…12月17日㈯
南海岸和田駅…12月21日㈬
時間はいずれも10時～12時、13時～16時半

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。

市制施行 10周年記念写真（昭和 7年）
　現在の庁舎横にあった、市公会堂前で
撮影されたと思われる記念写真。前列中
央は、第3・4代市長の井阪豊光氏です。

市制施行 10周年記念写真（昭和 7年）

編集後記編集後記

　市民スポーツカーニバルが３
年ぶりに開催されました。校区
対抗競技である綱引きやゴーゴ
ームカデ、リレーは白熱した戦
いでした。
　チームが一致団結して真剣に
競技に取り組む姿、負けて悔し
い思いをしている姿、優勝して
喜んでいる姿を見ていると「あ
ぁ、やっぱりスポーツは最高‼」
と改めて感じる一日になりまし
た。（H）
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