図書室行事予定
10

月

灯
•路まつりでおはなし会

［と き］ 月 日
（土）
午後５時～９時
灯路まつり開催中随時
［ところ］孝徳天皇陵前広場
※ 月は町立図書室では行いませ
ん。

第
読め～るフェア
• 回まだ、

▪国宝の芸を持ち主逝きて焼く

▪趣味一つ高じて芸に登りつめ

▪賞を取りお笑い芸人時の人

上田美佐子

桑原

山下

籾山

上田

優

和男

隆

恒子

▪四方山を揺るがごとく大花火

▪鮎釣の一人ひとりの世界かな

▪山寺の読経掻き消す蝉時雨

▪風少し動く気配や夏点前

▪祭果て一夜明ければ元の村

髙田

余保

麻野

明石

和久

正裕

英代

明子

志郎

西村美智子

小路喜与志

敬称略

▪呑み会で思わぬ人の芸を見る

博子

▪賜りし土用鰻に舌鼓

藤嶋

俳句

▪学芸会幼ない頃をなつかしく

山本

勧

▪歩道橋人溢れたる大花火

敬称略

▪健康で生きて行くのも芸のうち

川村

早苗

芸

▪海面を空に飛び出すイルカ芸

奥田

辻本佳代子

川柳

▪秋篠を微笑み守る伎芸天

▪野良猫もひとり眠れぬ熱帯夜

■ゆずってほしい

大
•正琴［無料］
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次夫

（₉月₁日現在）

笹部

14.17㎢

▪一発芸いつの間にか姿消し

まちの面積

平木佳代子

11人

▪黒猫ののそりと出でし立葵

世帯数 5,399世帯（－ 1） 死亡

淳水

8人

小路

7,038人人（－17） 出生

▪芸妓はんほんまのお歳なんぼどす

女

松井けい子

51人

▪バレエ舞ふ乙女のやうな女王花

6,829人人（－11） 転出

秀子

男

丸山

26人

▪友待ちて葛饅頭の冷えにけり

口 13,867人人（－28） 転入

◎ ゆ ず り た い も の、 ゆ ず っ て ほ し
い も の が あ れ ば、 消 費 生 活 友 の
会 会 員 ま た は 事 務 局、 に ぎ わ い
ま ち づ く り グ ル ー プ（ ☎ ９ ８ ５５２１）までご連絡ください。

人

）内は前月比

魚水

（

南

ひとのうごき

▪耳遠くなりたる我に蚯蚓鳴く

地域限定恋活パーティーを行います。
［と き］11月29日
（日）正午～（半日程度）
［ところ］城山オレンヂ園（富田林市伏見堂1003）
［対 象］大阪狭山市・富田林市・南河内郡在住の
25歳～40歳位までの独身者（男女とも）
※女性に限り、上記地域周辺在住者も対象です。
［内 容］みかん狩りやバーベキューをご用意。
大自然の中で開放的に男女が出会い、交
流できる場を提供します。
［定 員］60人程度（申込多数の場合は抽選）
［参加費］事務局までお問い合わせください。
［申 込］10月31日
（土）
までにお申込みください。
※申込が大幅に定員を上回った場合は、早めに締め
切ります。
［主 催］一般社団法人富田林青年会議所
◆申込・問合せ
一般社団法人 富田林青年会議所 ☎24-1231
（月、水、金曜日 午前11時～午後３時）
ホームページ
（http://www.tondabayashi-jc.org/）

芳江

オレンヂ縁結び
「恋活」

～近くで気軽に出会える場を～
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奥田

月５日）。 月号の題は「走」

10

12

31

▪羽化出来ず卵のままの芸術家

11

11

10

三浦冨美子

11

11 10

▪隠れ芸同窓会で披露する

● 月号の題は「紅」（締め切り
（締め切り 月５日）です。

き］11月 ８ 日
（日）女子ダブルス
11月15日
（日）混合ダブルス
11月22日
（日）男子ダブルス
予備日：11月29日
（日）
、
12月 ６ 日
（日）
午前８時30分受付開始、
午前９時試合開始
※試 合開始時間の15分前までにエントリーしてく
ださい。
［と こ ろ］町立総合スポーツ公園テニスコート
［参加資格］町内在住・在勤の人、または、太子町テ
ニス連盟登録者
※コーチはご遠慮ください。
［参 加 費］詳しくは、お問い合わせください。
［申
込］Ｅメールでお申込みください。
エントリーの受付終了後、返信を行います
ので、
返信がない場合はご確認ください。
E-mail：harukitanaka@hotmail.com
※各種目とも先着16ペアとします。
［締 切 日］11月１日
（日）
［主
催］太子町テニス連盟
◆問合せ 田中 ☎98‐3071

［と き］ 月 日
（土）・
月１日
（日）
午前 時～午後５時
［ところ］町立図書室
※文化祭と同日に行います。

［と

詳しくはＰ をご覧頂くか、
町立
図書室までお問い合わせください。

◆問合せ 町立図書室
☎９８ ５-５２６

2015第19回二上杯テニス大会
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₂

がん検診受診率50% 達成に向けた集中キャンペーン月間
10月は「がん検診受診率50％達成に向けた集中キャンペーン月間」です。
日本人の２人に１人ががんになり、その内３人に１人が死亡しています。
がんで命をおとさないためには、早期発見・早期治療が大切です。
がんを早期に見つけ出すために、がん検診を受診しましょう。
種 類
胃 が ん 検 診
大腸がん検診
肺 が ん 検 診
※子宮頸がん検診
※乳がん検診

対象者
40歳以上
40歳以上
40歳以上
20歳以上
40歳以上

受診間隔
年１回
年１回
年１回
２年に１回
２年に１回

［場所］町立保健センター
※検診費用として、各項目ごとに500円
が必要です。

10 胃・大腸がん検診

日
程
11月27日（金）・平成28年２月26日（金）・３月28日（月）
11月27日（金）・平成28年２月26日（金）・３月28日（月）
11月27日（金）・平成28年２月26日（金）・３月28日（月）
２ 月24日（水）
12月11日（金）・２ 月24日（水）

※子宮頸がん検診・乳がん検診は３月末まで富田林医師会の各機関で個別
検診を行っています。
★各検診費用500円が必要になります。
★詳しい検査項目や個別検診の各医療機関、予約などに関しては、お問い
合わせください。
◆問合せ 健康増進グループ ☎98-5520

たいしくんスマイル応募状況
８月31日時点で応募募数は85人、応
［応募場所］保険医療グループ
募の締め切りは平成28年１月７日
（木）
町立保健センター
です。
たいし聖徳市健康ブース
自主的な健康づくりの取り組みを行
※50スマイルが必要です（ただし、た
うことも、スマイルに加算されます。
いしくんのスタンプが最低３個以上
例えば「１日30分ウォーキングをす
必要）。
る」など、自分の健康づくりにつながる
※応募は１人１回です。２回以上の応募
目標を設定してみましょう。
は失格となります。
自主取組は１日１スマイルになりま
※詳しくは、パンフレットか太子町ホー
す。
ムページをご覧ください。
これを機会に家族みんなで健康づく
◆申込・問合せ
りに取り組んでみませんか。
健康増進グループ ☎98-5520

血糖へらそう会

受けましょう！がん検診

実 施 日

11月27日
（金）午前

対 象 者

40歳以上の人

募集人数 50人
※原則、胃・大腸がん検診は、セット
検診（1,000円）です。

10 肺がん・結核検診
実 施 日

11月27日
（金）午前

対 象 者

40歳以上の人

募集人数 60人
※胃・大腸がん検診（1,000円）も同
時に受けられます。
◎電話でお申込みください。
受付は、検診実施日の１週間前まで。
ただし、
定員になり次第締め切ります。
◎職場などで検診を受ける機会のある
人は、対象となりません。
◆申込・問合せ
健康増進グループ ☎98－5520

3

糖尿病は自覚症状がないまま進行していきます。
糖尿病のことについて理解を深め、毎日の生活習慣につなげていきましょう。
日にち

時

間

内

容

第１回

11月17日（火）

午前９時30分～11時30分

◦測定（血圧・尿検査・体脂肪測定）
◦血糖を減らすための食事のポイントとは？
◦血糖を減らす方法について個別にアドバイス

第２回

11月24日（火）

午後１時30分～３時30分

◦糖尿病専門医師による講義
講師：今城クリニック 今城

第３回

12月 １ 日（火）

午後１時30分～３時30分

◦運動と血糖コントロールについて
◦ストレッチや筋トレなど実践

第４回

平成28年１月 ４ 日（月）

午前９時30分～11時30分

◦血糖を減らすための歩き方とは？
（ウォーキング実践）

第５回

平成28年２月16日（火）

午前９時30分～11時30分

◦測定（血圧・採血・尿検査・体脂肪測定）
◦糖尿病と歯周病の関係とは？

第６回

平成28年３月 ８ 日（火）

午後１時30分～３時30分

◦採血結果説明
◦交流会
◦続けていくために…個別アドバイスなど

保定 先生

○全日程全て町立保健センターで行います。
○必要な時は、保健師、栄養士による個別相談も行います。
○運動は、消費カロリーが表示される活動計を使用して行います。
※血糖値やＨｂＡ１ｃが高めの人が対象ですが、ご家族に血糖値などが高い人がいる場合でも受講することができます。
※内容が変更になる場合があります。参加者には連絡を行いますので、ご了承ください。
※事前の申し込みが必要です。お電話でお申込みください。
●申込締切 10月30日
（金）午後５時30分まで
◆申込・問合せ 健康増進グループ ☎98-5520
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種類

休
日
急病診療

診療場所

内科・歯科
小児科

休日診療所 ☎28−1333
富田林市向陽台1−3−38
富田林病院 ☎29−1121
富田林市向陽台1−3−36

診療日

受付時間

日 曜 日
祝
日
年末年始

午前9時〜11時30分
午後1時〜 3 時30分
※歯科については午前
のみ。

急
病 富田林市消防署 消防署では、午後8時〜翌朝8時まで、救急診療の当番病院
を紹介し、場合によっては救急車での搬送を行います。
診療紹介 ☎23−9919 ※土曜・日曜・祝日・年末年始は午後4時〜翌朝8時

健康増進グループ
（保健センター内）
☎98ー5520
富田林保健所
☎23ー2681

救急医療
相談窓口

【24時間・365日】

病院に行ったらいいの？救急車を呼んだ
方がいいの？応急手当の仕方が分からない。
（携帯電話・固定電話（プッシュ回線）
） など、救急医療相談を「医師」
「看護師」
「相
談員」が24時間受け付けます。
☎06−6582−7119
（固定電話（ＩＰ・ダイヤル回線など )) 《緊急時は迷わず119番へ》

☎＃7119

夜間の子どもの急病時、病院に行った方
がよいかどうか判断に迷ったときは、お電
大 阪 府
話ください。
☎＃8000
｢ こどもの救急」ホームページ（http://
小児救急 （携帯電話・固定電話（プッシュ回線））
kodomo − qq.jp/）でも、受診判断の目安
☎06−6765−3650
電話相談
（固定電話（ＩＰ・ダイヤル回線など ))
となる情報を掲載していますので活用して
ください。

【午後8時〜翌朝8時】

★かならず母子健康手帳を
お持ちください。
場所 保健センター（２階すこやかホール）

●母子保健
種

類

対

象

実

児

施

備

日

4 か 月 児 健 診

平成27年5月11日～平成27年6月8日生まれ

10月8日（木）

2歳6か月児歯科健診

平成25年2月～3月生まれ

10月1日（木）

3歳6か月児健診

平成24年2月～3月生まれ

10月13日（火）

すこやかホール開放

就園前までのお子さんと保護者

10月14日（水）
10月28日（水）

赤ちゃん会ぷらす

1歳6か月までのお子さんと
保護者

考

【受付時間】13：00～13：15
対象者の人には案内通知します。

5

みんなで遊べるようホールを開放しています。
相談・身体計測をご希望の人は母子手帳を持参し、
受付時間内にお越しください。
【受付時間】9：30～10：00
10月7日（水） 【実施時間】9：30～11：30
10月21日（水）
赤ちゃん会ぷらすのイベントデーは21日。
【内
容】親子ふれあい遊び（予約不要）

3

●健康づくり
種

類

実施日

町内ウォーキング

10月₅日（月）

ストックウォーキング

10月20日（火）

●健康相談

場所・問合せ 富田林保健所
種

類

実施時間
₉：30〜11：30

内

町内の₃㎞、
または、
₆㎞のウォーキングコースを歩きます。
町立保健センター集合。雨天中止。ストックは貸出有。
※水分補給のため、飲み物をご持参ください。

☎23‒2681

実施時間
備
考
₉：30～12：15
こころの健康相談
予約制
13：00～17：00 電話でお問い合わせください。
₉：30～12：15 予約は不要。
エ
イ
ズ
に
月～金
関 す る 相 談 （祝日を除く） 13：00～17：00 電話相談も可能。
予約は不要で、匿名での検査も可能。
血液検査【エイズ・梅毒】 第₁･₃水曜日
梅毒血
13：30～14：30 エイズ抗体検査は無料ですが、
清反応検査、クラミジア抗原検査は手
尿 検 査【クラミジア】（祝日を除く）
数料が必要になる場合があります。
予約制
血
液
検
査
第₃水曜日 ₉：30～10：30 電話で予約必要。
【肝炎ウィルス検査】（祝日を除く）

実施日

（対象）
•妊娠を希望する女性
予約制
血
液
検
査
•妊娠を希望する女性の配偶者
第₁･₃火曜日 1０：00～1１：00 •妊娠している女性の配偶者
【 風 し ん 抗 体 検 査 】（祝日を除く）
※妊娠を希望する女性が未成年でかつ
未婚の場合は保護者同伴のこと。
予約制
骨髄移植対策推進事業
※詳しくは電話でお問い合わ
11：00～
第１水曜日
骨髄バンクドナー登録 （祝日を除く）
せください。
検査手数料が必要。
毎週月曜日
電話で予約をお願いします。
飲用水 ･ 井戸水検査※ （月曜日が祝日 ₉：30～11：30 （予約先
：藤井寺保健所 検査課
の時は火曜日）
☎072-952-6165）
腸 内 細 菌 検 査 毎週月曜日
₉：30～11：30 検査手数料が必要。
寄 生 虫 卵 検 査 （月曜日が祝日
の時は火曜日）

例えば、
「診療において充分な説明が
医 療 機 関 に
「○○科のある病院を教え
₉：30～12：15 なく不安」
月～金
関 す る 相 談 （祝日を除く） 13：00～17：30 て欲しい」など医療機関に関する相談
を受けています。
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容

場所・問合せ 町立保健センター
種

類

実施日

実施時間

3

☎98‒5520
内

容

生活習慣病予
防や疾病予防・
5
介護予防に関
13：30～16：30 するご相談を、
保健師・栄養士
お受けします。
10月23日
（金）
（ 予約制 ） お気軽にご相
による健康相談
談ください。
（予約必要・当
日でも可）

健康ワンポイントアドバイス
10月は「健康強化月間」です
食生活、運動、禁煙に焦点をあてて、健康増進グ
ループでは“みんな”がすこやかな生活を送れるよう、
お手伝いをしています。ウォーキングの良い季節に
なりました。月例ウォーキングやストック
ウォーキング、各種教室、たいしくん
スマイルなど、それぞれに積極的に参
加し、みんなが健康で笑顔のまち「太子町」
にしていきましょう！

平 成 27 年 10 月 号

介護予防講座
私たちの健康と腸内の環境は深くつながっています。
腸内環境を整えるには、腸内細菌のバランスを、善
玉菌優勢に保つことが必要です。
それには善玉菌を増やす食習慣が大切です。
どんな食事をとればいいのか、皆さんで一緒に考え
てみませんか？体に良いおやつ作りを予定しています
ので、お楽しみください。
［と き］10月18日
（日）午前10時～11時30分
［ところ］特別養護老人ホーム美野の里
（山田2550番地）
［内 容］講話：腸内環境をよくする食事とは？
［参加費］無料
※車での送迎を希望される場合は、10月16日
（金）ま
でに「美野の里」まで、ご連絡ください。
◆問合せ 地域包括支援センター（高齢介護グループ）
☎98-5538
特別養護老人ホーム美野の里
☎98-4165

太子町高齢者情報局は、
「高齢者の暮らしに必要な情報
や太子町からのお知らせ」を提供します。
皆さん、いかがお過ごしですか。
今回は 『
、介護予防講座』
『NPO法人 大阪府高齢者大学校
平成28年度受講生募集』
『高齢者を対象としたインフルエ
ンザ予防接種』をお届けします。

ＮＰＯ法人 大阪府高齢者大学校
平成28年度受講生募集

「

［開講期間］平成28年４月～平成29年３月
［講座内容］歴史、大阪再発見、語学、美術、パソコン、
文化など63科目
［受 講 料］本科
：52,000円
ＳＡ養成講座：51,000円
実践研究部 ：51,000円
［申
込］10月１日
（木）～12月11日
（金）午後５時ま
でに、ご郵送、または、ご持参ください。
※申 込が定員を超えた場合は、12月12日
（土）午後１時
から抽選を行います。
※定 員に満たない場合は、先着順で定員に達するまで受
け付けます。
※募 集要項は、各市町村の高齢者福祉担当課、または、
大阪府高齢者大学で配布。
◆申込・問合せ
〒540-0006 大阪市中央区法円坂1-1-35
ＮＰＯ法人 大阪府高齢者大学校募集委員会
☎06-6360-4400

高齢者を対象としたインフルエンザ予防接種
インフルエンザの感染および重症化を予防するため、高齢者を対象としたインフルエンザ予防接種を行います。
［対
象］•接種日現在、満65歳以上で接種を希望する人
•接種日現在、満60歳以上65歳未満の人で、心臓、じん臓、もしくは呼吸器機能障がい、または、ヒト
免疫不全ウイルス（ＨＩＶ）による免疫機能障がいが、身体障がい者手帳１級、もしくは同程度の障がい
になる人で、接種を希望する人
［接種回数］１回
［期
間］•富田林医師会・大阪狭山市医師会加入医療機関：10月１日
（木）
～平成28年１月30日
（土）
•羽曳野市医師会加入医療機関：10月20日
（火）
～12月31日
（木）
［と こ ろ］•富田林医師会加入の医療機関
•羽曳野市医師会加入の医療機関
•大阪狭山市医師会加入の医療機関
※予約の必要な医療機関や接種を行っていない医療機関もありますので、事前にお問い合わせください。
［接種費用］1,000円（医療機関の窓口でお支払い）
※生活保護受給世帯の人は、無料で受けることができます。事前申請が必要ですので、該当される人は、
お問い合わせください
［接種に必要なもの］
•住所、氏名、年齢が確認できるもの（健康保険証、介護保険被保険者証、運転免許証など）
•60歳以上65歳未満の障がいのある人は、障がいの程度が確認できるもの
（身体障がい者手帳など）
※予診票は、各医療機関に備えてありますので、医療機関で受診前にご記入ください。
◆問合せ 健康増進グループ ☎98-5520
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催

し

第₂回まだ、読め～るフェア
（町立図書室ブックリサイクル市）
町立図書室で貸し出さなくなった本や、
保存期間を過ぎた雑誌、皆さんから提供
された本を、町内在住の皆さんに無償で
お譲りし、再活用して頂くというイベン
トです。お譲りする図書（約1,000冊）は、
古くなっていたり、多少汚れていたりし
ますが、まだまだご活用頂ける図書がた
くさんありますので、ぜひ、お立ち寄り

町立万葉ホール前
表彰式
◆問合せ

［申

10月28日（水）

竹内街道歴史資料館企画展関連イベント
歴史講座「太子町の中世遺跡を考える」

小谷

利明 氏

②11月19日（木）

井原

南河内農と緑のミュージアム構想「大

稔 氏

各回：午後₂時～₄時
講座室
［参加費］各回200円

込］10月10日（土）～各開催日前日
午前₉時30分～午後₅時

［内

電話でお申込みください。

します。図書室内のリサイクルコーナー

※歴史資料館の休館日を除く。
◆申込・問合せ

お持ち帰りください。
※持ち帰り用の袋は、各自でお持ちくだ
さい。
◆問合せ

町立竹内街道歴史資料館

☎98-5526

☎98-3266

ダイヤモンドトレール・
ウォーク
き］11月14日
（土）午前₉時15分集合

※金剛登山口バス停前集合。
［コース］金剛登山口→ブナ林→転法輪寺

第55回太子町文化祭・菊花展
今年も文化交流の場として、太子町文

員］100人
（中学生以上・健脚向けコース）

※事前申込み必要、先着順。
［参加費］200円（保険代など）

員や子どもの力作を多く展示しますので

［持ち物］お弁当、飲み物、雨具など

葉ホールでは、演奏や歌、踊りを行いま
すので、ぜひ、お越しください。
［ところ］10月31日
（土）
午前10時～午後₈時
11月₁日
（日）
午前₉時～午後₃時
［ところ］町立公民館、町立万葉ホール、
役場₁階住民ホール、まちづく
り観光交流センター
《菊花展》10月22日
（木）
～11月₇日
（土）
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→藤岡家住宅→ＪＲ北宇智駅
［定

化祭を行います。展示会場では、クラブ
ご覧ください。また、催し会場の町立万

賞への応募も可能）。
応募用紙は参加店、施設約40か所や、
南河内市町村農林担当課で入手できます。
詳しくは大阪府南河内農と緑の総合事
◆問合せ
大阪府南河内農と緑の総合事務所

［と
町立図書室

設利用券などをプレゼントする、スタン

務所ホームページをご覧ください。

から、₁人₅冊以内で自由に選び、申込
兼受領書に、住所、氏名などを明記し、

を集めて応募頂いた人に抽選で、参加店、

プラリーを行います（₄か所集めると特

［ところ］町立図書室
平成26年度に町立図書室で除籍した本

阪産を扱う農産直売所や飲食店、農林関

施設から、南河内の大阪産農産物や、施

会メンバーは参加費無料。

容］

阪産めぐり」実行委員会では、南河内の

係施設などをめぐり、₃か所のスタンプ

員］各回50人（先着順）

※歴史資料館友の会会員及び太子街人の
［申

もん

農林産物などに親しんでもらうため、大

［ところ］町立竹内街道歴史資料館地階

ください。

南河内農とみどりのミュージアム
「大阪産めぐり」スタンプラリー
もん

「高屋城の歴史を調査結果から迫る」

［定

や雑誌、寄贈図書の一部を無償でお譲り

-g03@sbox.pref.osaka.lg.jp

八尾市歴史民俗資料館館長

マジックで消していますので、ご了承

※文化祭と同日開催。

地域政策室）

「戦国期の河内守護畠山氏と南河内」

ています。また、表紙のバーコードを

午前11時～午後₅時

会（大阪府南河内農と緑の総合事務所

E-mail：minamikawachinotomidori

①11月12日（木）

歴史文化推進室

き］10月31日
（土）
、11月１日
（日）

ダイヤモンドトレール活性化実行委員

☎ 25-1131（内線272）FAX 24-3231

［とき・内容］全₂回

※図書室よりお譲りする図書は、
「天印」

［と

さい
◆申込・問合せ

羽曳野市教育委員会事務局

印）や「リサイクル本」の印を押印し

ＡＸ、Ｅメールでお申込みくだ

生涯学習グループ ☎98-5534

ください。
（図書の上部に押印する町立図書室の

込］11月₅日
（木）
までに、電話、Ｆ

☎25-1131（内線210）
h ttp://www.pref.osaka.lg.jp/minamikawachinm/
m_index/index.html

固定資産評価審査委員会
委員に上田氏
町は、平成27年９月１日に議会の
同意を得て、上田 稔 氏を太子町固
定資産評価審査委員会委員に選任し
ました。
任期は平成27年９月29日～平成30
年９月28日です。

町立総合体育館トレーニング講習会
町立総合体育館のトレーニング室は、講習会に参加した人でないと利用できません。

［と き］10月24日（土）午後６時30分～９時（午後６時15分までに必ずお越しください）
［ところ］町立総合体育館
［受講料］200円
［定員］25人
［受講資格］平成27年３月31日現在15歳以上（高校生以上）の人。
［内容］講義…トレーニングの基礎理論／実技…ウォームアップ・クールダウンの実技
［受付］10月15日
（木）午前11時～午後５時15分。なお、受付開始時点で定員（25人）を超
えた場合は抽選。
定員に満たなかった場合は以後先着順で定員に達するまで受付をします。
10月16日以降の受付時間は午前９時～午後５時15分です。
（10月24日
（土）の受付は午後
１時まで）町立総合体育館の休館日は月曜日です。ただし、月曜日が祝日・振替休日の場
合はその翌日が休館日です。
◆問合せ 町立総合体育館 ☎98-5344

ページをご覧ください。

上下水道

http://www.wsa-osaka.jp/gaiyou/

～水とふれ

水を知り

［対

象］15歳～概ね40歳代前半までの若

［内

容］₁回50分の個別就職相談会

［定

員］12組（先着順）

◆問合せ

年者とその保護者

村野浄水場

水に学ぼう～

☎072-740-5266

※定員に満たない場合は当日参加も可。

水道メーター交換

き］11月₃日
（火・祝）
午前10時～午後₄時

※雨天決行。

［参加費］無料
［申

込］11月10日
（火）
までにお申込みく
ださい

水道メーターの検定後の使用有効期間

［ところ］村野浄水場（枚方市村野高見台）
［内

（河内長野市長野町5-1）

murano/event.html

大阪広域水道企業団設立₅周年
第₅回「来て見て体験in村野浄水場」
［と

ノバティホール

容］

［主

は、₈年と計量法で定められています。

催］雇用促進広域連携協議会、大阪
府総合労働事務所

今回、平成20年度に設置したメーター

浄水場の見学や水づくり体験、企業団

◆申込・問合せ

の取替えを、下記日程で行います。

の紹介、吹奏楽部による演奏、参加団体

該当する世帯へは、作業着手前に戸別

富田林市商工観光課

による様々な催し物（ヨーヨー釣り・交

に文書でお知らせします。交換作業中は、

☎25-1000（内線481）

通安全シミュレーター・各市町村キャラ

何かとご迷惑をおかけしますが、細心の

クターとのふれあいなど）
、白バイ・ミ

注意を払い作業を行いますので、ご協力

ニパトカー・給水車の展示（記念撮影可）

をお願いします。

など、大人も子どもも楽しめるブースを
多数出展予定。無料プレゼントを配布す
るブースもあります。イベントに関する

お知らせ

［作業日程］10月₅日（月）～29日（木）
◆問合せ
上下水道グループ

PCB
（ポリ塩化ビフェニル）
を含む電気機器の届出

☎98-5522

アンケート回答者には、企業団からプレ
ゼントがあります。

労

［参加費］無料（予約不要）
［その他］
当日は公共交通機関をご利用ください。

10月１日～11月30日は、麻薬・覚
せい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！かかわらない！
合法ハーブなどと称し販売されて
いるものは、麻薬や覚せい剤と同様
に大変危険です。決して近づかない
ようにしましょう。
◆問合せ
安全環境グループ
☎98-5525

働

ＰＣＢを含む電気機器（変圧器、コン
デンサ、家庭用を除く照明用安定器など）
を使用・保管しているときは、ＰＣＢ特

若者就職応援相談会 in 南河内

詳しくは、大阪広域水道企業団ホーム

薬物乱用は
「ダメ。ゼッタイ。
」

機器を使用・保管していないか点検を！

別措置法に基づく届出が必要です。
事業所の電気室、キュービクル、倉庫
などを点検してください。

就職について悩みや疑問のある15歳～

届出がされていない場合は、直ちに届

概ね40歳代前半までの人及び、子どもの
就職で悩んでいる保護者などを対象に、

出を行い、適正に保管、処理する必要が

キャリアアドバイザー、就労支援コーデ

あります。
ＰＣＢを含む電気機器などは、通常の

ィネーターなどによる就職相談会を行い

産業廃棄物として処分することはできま

ます。

せん。

また、府総合労働事務所の職員による
労働相談会（予約不要）も同時に行いま

不法投棄や不適正な方法で処分した場

すので、賃金カット、職場におけるハラ

合は、廃棄物処理法に基づき厳しく罰せ

スメントなど、働くこと、雇うことに関

られることがありますので、ご注意くだ

するトラブルについて相談のある人は、

さい。詳しくは、お問い合わせください。

ぜひお越しください。

◆問合せ

［と

大阪府事業所指導課調整グループ

き］11月11日（水）午後₁時～₄時

［ところ］ノバティながの南館₃階

収

集

日

6日（火）

6日（火）

20日（火）

種
小

一

類
型

般

2回取り

10月

の「ゴミ」収集日

の「し尿」収集日

10月

種

類

もえるゴミ

☎06-6210-9583

収

集

2日・6日・9日・13日・16日・20日・23日
27日・30日（毎週火・金曜日）

粗 大 ゴ ミ

14日・28日（第２・第４水曜日）

ビン・カン混合

12日・26日（第２・第４月曜日）

金

属

類

ペットボトル
プラスチック製
容器包装

※粗大ごみで袋に入れて出される場合も、半透明のごみ袋を使用して
ください。くれぐれも黒色のごみ袋は使用しないでください。

日

7日・21日（第１・第３水曜日）
22日

（第４木曜日）

1日・15日（第１・第３木曜日）
※ごみは、必ず収集日の当日、午前７時までに出してください。
※生ごみは、しっかり水分を切ってから出してください。
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ださい。

子 育 て

午前10時～11時30分

※予約不要。

（受付：₉時45分～）

※車での来園はご遠慮ください。

［ところ］太子・和みの広場

◆問合せ

小学１年生になる前に
就学時健康診断を
来春の小学校入学予定者を対象に「健

※雨天の場合は町立保健センター。

松の木保育園

☎98-2882

［対

象］就園前のお子さんとその保護者

やわらぎ保育園

☎98-0063

［内

容］◦秋を探そう

福祉グループ

☎98-5519

◦体を使った遊び
［持ち物］着替え、水筒、タオル

康診断」を行います。事前に通知書を郵
送しますので、当日ご持参ください。

あつまれ !！
「たんぽぽ広場」
3
に参加してみませんか

なお、10月19日
（月）までに通知書が届
かないときや、当日の都合で受診できな
いときは、ご連絡ください。

［と

き］①11月₄日（水）

※受付は午後₁時50分～₂時30分まで。

②11月18日（水）

※車での来校はご遠慮ください。

午前₉時45分～11時15分

◯就学に関する相談を、学務指導グルー

［ところ］町立幼稚園（遊戯室・園庭）

プで行っています。就学に関する不安

［対

象］₂歳以上の保育園や幼稚園に就

や気になることをご相談ください。

園していないお子さんと保護者

午前₉時～午後₅時

［内

容］①園庭・芝生広場で遊ぼう

※祝日を除く。

②運動遊びⅡ
［参加費］無料

学務指導グループ ☎98-5532

［持ち物］着替え、水筒、タオル、上靴

［申

き］

○松の木保育園

10月13日
（火）

○やわらぎ保育園

10月14日
（水）

護者
容］各園へお問い合わせください。

※着替え、水筒（お茶）
、タオルなどをお

●サブスローガン

☎98-0321

◦地域の輪

※おもちゃ、お菓子は持ってこないでく

［と

種

日

類

月の相談

行政（国の行政に関すること）
者※１

権※2

心

ご

子どもの

と

◦声かけて

程

あなたの後ろに
みんなで防ごう

時

迫る影
特殊詐欺

◦ ｢還付金、ＡＴＭに行って｣ は詐欺
◦カギ掛けて！

減らそう

なくそう

自転車盗
◆問合せ

荷物残さず

富田林警察署

からっぽに
☎25-1234

安全環境グループ ☎98-5525

間

21日（水）

13：00～15：00

平日の（月）～（金）

9：00～16：00

平日の
（月）～（金）

9：00～17：00

9日
（金）・26日（月）

13：30～15：00

労
配

◦振り向いて

き］10月27日（火）

教育（いじめ110番・進路）
人

みんなで守ろう

◦カギ締めて

手伝いをします。
一緒に、秋の遊びを楽しみましょう！

就
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☎98-5533

町立幼稚園

ンティアが親子で楽しむ“秋発見”のお

持ちください。

費

「みんなで力をあわせて安全・安心ま


教育総務グループ

今回の青空ｇｏ！ｇｏ！広場は、ボラ

消

〈スローガン〉

ちづくり」

青空ｇｏ！ｇｏ！広場 3

象］₁歳～₄歳未満のお子さんと保

10

害防止
（２）特殊詐欺の被害防止

未来

開放時間：午前₉時45分～11時

［内

りです。

●メインスローガン

※随時「子育て相談」も行っています。

センターの相談日をご利用ください。

重点項目とスローガンなどは次のとお

防止

◆問合せ

なお、育児相談は、毎週水曜日の保健

全国地域安全運動が行われます。

込］申込不要

しください。

こんぺいとう広場では、松の木・やわ

10月11日
（日）
～20日
（火）
までの10日間、

（３）地域の情勢に応じた街頭犯罪の被害

※受付時間の午前₉時30分～45分にお越

らぎ両保育園で園庭開放を行っています。

全国地域安全運動

（１）子どもと女性を対象とする犯罪の被

ださい。

こんぺいとう広場

犯

〈重点項目〉

教育総務グループ ☎98-5533

※おもちゃ、お菓子は持ってこないでく

［対

防

お気軽にお越しください。

11月16日
（月）
午後₂時～ 町立磯長小学校

［と

健康増進グループ ☎98-5520

を楽しむ、たんぽぽ広場を行っています。

10月26日
（月）
午後₂時～ 町立山田小学校

◆問合せ

◆問合せ

子育ての交流の場として、親子で遊び

［とき・ところ］

◦月～金曜日

※予約不要
（受付時間内にお越しください）

場

所

問い合わせ先

まちづくり観光交流センター 総務政策グループ
1 階 研 修 室 1 ☎98－0300
富 田 林 市 役 所 富田林市消費者相談室
☎25－1000
（内線186）
学務指導グループ
教 育 委 員 会 ☎98－5532
住 民 人 権 グ ル ー プ 住民人権グループ
☎98－5515
にぎわいまちづくりグループ
にぎわいまちづくりグループ ☎98－5521
役場1階第2相談室 社会福祉協議会
☎98－1311

※1 消費者相談は正午～午後1時までの間、対応できません。 ※2 人権相談は、河南町・千早赤阪村役場での相談も可能です。

セミナー
「家族を守る遺言のすすめ」

［参加費］無料
［申

込］

電話、ＦＡＸ、ハガキ、または、Ｅメー

遺言なんて自分に関係ないと思ってい

ルで10月23日
（金）までにお申込みくださ

ませんか？人間関係や財産の大小に関係

い。ＦＡＸ、ハガキには「遺言セミナー

なく、多くの相続争いが発生しています。

参加希望」
、住所、氏名（ふりがな）
、電

また、今年から相続税も増税されてい

話番号をご明記ください。

消費者トラブル情報
モデルになるはずが、ネックレスを高額
で買うことに
街で「雑誌モデルにならないか」と声
をかけられ、説明を聞いたところ、「モ

ます。残された家族が平穏に暮らせるよ

［主

催］相続問題研究会

デルになるには審査を通過しなくてはい

うに、遺言のことを真剣に考えてみませ

［後

援］太子町、河南町、千早赤阪村

けない。次の審査に進むために、無料で

んか。弁護士、税理士、ファイナンシャ

◆申込・問合せ
〒530-0047

ルプランナーがそれぞれ解説します。
［と

美顔のエステを受けてほしい」と言われ、

大阪市北区西天満1-2-5

大阪ＪＡビル12階

き］10月29日
（木）

そのエステサロンで紹介された人から

相続問題研究会
（洞 良隆法律事務所内）

午後₁時30分～₃時
［ところ］くすのきホール（千早赤阪村）

☎ 06-6311-2690

［定

E-mail：info@hora-law.com

員］20人（先着順）

エステサロンに行った。

FAX 06-6311-2691

「50万円のネックレスを買ったことにす
ると、無料で脱毛エステを受けることが
できる。クレジット契約で購入し、その
後の毎月の支払いは、当社が負担する。

清掃工場へのごみの持込

あなたには迷惑や負担はかけない。」と
言われ契約した。

これまで南河内環境事業組合第１清掃工場へのごみの持込（有料）については、
安全環境グループ窓口で手続きが必要でしたが、住民サービス向上などを目的として、
10月１日より、清掃工場へ直接持込んで頂くことになります。
また、直接持込のごみ処理手数料を、11月１日及び平成28年４月１日より、下
記のとおり改定しますので、ご理解とご協力をお願いします。
○搬入受付
南河内環境事業組合 第１清掃工場（富田林市大字甘南備2345番地）
○搬入可能時間
月～金曜日 午前９時30分～午後４時30分（祝日、年末年始は除く）
○搬入可能車両
最大積載量４t 車以下・全長７ｍ以下
○搬入できるもの
太子町内で発生した一般廃棄物（処理困難物、産業廃棄物は除く）
○申込方法
一般廃棄物搬入申込書（南河内環境事業組合窓口、または、ホームページ、安全
環境グループ窓口、または、太子町ホームページで取得）に必要事項を明記し、
受付にご提出ください。運転免許証など本人確認ができるものが必要です。
事業所の場合は、雇用関係確認のため、あわせて社員証や名刺なども必要です。
★南河内環境事業組合ホームページ【minamikawachi-kankyo.or.jp】
○ごみ処理手数料
10月31日まで 11月１日より
20㎏未満
20㎏につき

◆問合せ

1,000㎏以下／回
1,000㎏ 超／回

190円
190円
300円

250円
250円
340円

平成28年４月１日より
340円
340円

安全環境グループ ☎98-5525
南河内環境事業組合総務企画課 ☎33-6584

●「モデルにならないか」などと声をか
けられたのをきっかけに、複数の事務
所や従業員が登場し、商品を購入させ
られ、最終的に高額なクレジットの支
払いが残ったという相談が寄せられて
います。
●業者はその気になるような言葉をかけ
てきますが、販売目的を隠した勧誘の
可能性があります。
その場で承諾せずに、家族に相談する
など慎重に検討しましょう。
●「 当社が払う」
「後で返金する」など
と言われても、信用してはいけません。
そのような場合は、絶対に契約しない
ことが大切です。
●困ったときは富田林市消費者相談室へ
ご相談ください。
◆問合せ
富田林市消費者相談室
☎25-1000（内線186）

入園料のご案内（税込）

開園期間
10月1日（木）
〜11月30日
（月）

上の太子観光みかん園
☎0721−98−2552㈹

［ひとこと助言］

◎いもほり（別料金）

◎無料アスレチック 有り

◎バーベキュー（要予約）

大人（中学生以上）

900円

小人（小学生）

800円

幼児（3歳以上）

600円

広告

上の太子
みかん狩り

しかし、₁回分の入金があっただけで、
その後、連絡が取れなくなった。

割引券（入園料）
この券１枚で5名様まで
割引いたします。
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暮 ら し
10月₅日からマイナンバー（個人番号）
制度がスタートします
10月₅日を過ぎると、住民票の住所地

局、行政相談委員

は行いません。
また、大阪市で「相続・登記・税金・
年金・住宅など行政なんでも相談所」を

◆問合せ
近畿管区行政評価局行政相談課
☎06－6941-8358

開設します。当日は、各機関から専門の
担当者が出席し、無料、先着順で相談に

総務政策グループ

☎98-0300

応じます。お気軽にお越しください。
■太子町行政相談

にマイナンバーの通知カードが送付され

午後₁時～₃時

全国道路・街路交通情勢調査
～自動車の利用実態に関する調査～

ます。通知カードは大切にお持ちくださ

［と こ ろ］太子町まちづくり観光交流セ

₉月～11月にかけて、全国道路・街路

（居所情報を登録した人は登録した居所）

［と

き］10月21日（水）

ンター₁階 研修室₁

い。通知カードは10月₅日以降すぐに送
付されるとは限りません。
11月30日を過

［相談内容］国の仕事やサービス、各種制
度の手続きに関する相談

ぎても届かないようであれば、お問い合
［と

◆問合せ

把握し、道路の計画、建設、管理などに

き］10月20日（火）

ついての基礎資料を得ることを目的とし

午前10時～午後₅時

☎98-5515

て行われています。

［と こ ろ］大丸心斎橋店本館₇階 特設

不動産登記に関する
無料相談会

会場

ケートが配布されますので、アンケート

大阪労働局、大阪府、大阪市、

へのご協力をお願いします。

日本年金機構、大阪弁護士会、

◆問合せ

近畿税理士会など

境界がわからないなど、不動産の登記に
関するあらゆる相談に、司法書士と土地

調査方法は、自動車をお持ちの人の中
から無作為に抽出されたご家庭に、アン

［出席機関］近畿総合通信局、大阪法務局、

土地の分筆、地積更正、建物の登記、

この調査は、概ね₅年毎に行われてい
る全国規模の調査で、道路交通の実態を

■大阪一日合同行政相談所

わせください。
住民人権グループ

交通情勢調査が行なわれています。

◆問合せ

国土交通省近畿地方整備局
大阪国道事務所地域調整課

総務政策グループ ☎98-0300

☎06-6932-1421

家屋調査士が無料で相談に応じます。
［と

き］10月21日
（水）午後₁時～₃時

［ところ］太子町まちづくり観光交流セン
ター₁階 研修室₂
◆問合せ

総務政策グループ ☎98-0300

10月19日
（月）
～25日
（日）
は
行政相談週間です
総務大臣から委嘱を受けた行政相談委
員が、皆さんからの行政に対する苦情や

暮らしと行政なんでも相談所

10月１日から動物の死体処理
手数料を改定します

大阪行政相談委員協議会では、
「暮ら

ご家庭で飼っているペットが亡くなっ

しと行政なんでも相談所」を開設します。

たときの動物死体処理手数料を、10月₁

相談は無料で、秘密は厳守します（予

日から、₁体につき2,500円に改定します。

約不要）。

ペットの死体を安全環境グループへお

詳しくは、お問い合わせください。
［と

持ち頂くときは、タオルや毛布などに包

き］11月17日（火）

まずに、そのままビニール袋へ入れてか

午前10時～午後₄時

らダンボール箱などに入れ、持ちやすく

意見を、第三者の立場でお聞きし、その

（受付は午後₃時30分まで）

解決にあたります。毎月10日（土、日曜

［と こ ろ］八尾市文化会館「プリズムホ

日の場合は次の月曜日、祝日の場合は翌
日）午後₁時～₃時まで役場で行政相談

ール」₄階 第₁会議室

せん。あらかじめご了承ください。

なお、10月については行政相談週間中

社会保険労務士、八尾市消費

の21日
（水）に行うため、13日
（火）の相談

者相談員、近畿管区行政評価

広告

平成28年度学生服ご注文のお願い

※犬の死亡届を安全環境グループへご提
出ください。
◆問合せ

安全環境グループ ☎98-5525

たいしくんプレミアム商品券をご利用ください

★やわらぎ幼稚園・保育園
制服（夏・冬）
・作業服（夏・冬）
・制帽・体操服（長袖・半袖）
★町立山田小学校
制服（上着 半ズボン スカート）
・体操服（長袖・半袖）
・黄帽子
★町立太子中学校
男子標準学生服：
（ウール30％ ポリ70％）
（ポリ100％も御座います）
・
カッターシャツ（夏・冬）
女子セーラー服：
（ユニチカウール70％ ポリ30％）
通学カバン

予約注文受け賜わりますご利用お待ちしております
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緒に入れないでください。
※骨、灰などをお返しすることはできま

（八尾市光町2-40）
［参加機関］弁護士、司法書士、税理士、

を行っています。

してください。リードや餌入れなどを一

（平成27年12月31日まで）

小路呉服店

太子町山田９６－３
☎ ９８－０５２９

テレホン・メモ

臨時福祉給付金・子育て世帯臨時特例
給付金の申請はお済みですか？
町では、
「臨時福祉給付金」と「子育て世帯臨時特例給付金」の申請を受け付けいます。
申請方法などについては、下記のとおりです。
【臨時福祉給付金】
①臨時福祉給付金申請書送付請求書（ハガキ）を町に提出
②該当される世帯宛に、町から申請書を送付
③郵送で申請書を平成28年１月29日
（金）
までに町に提出
【子育て世帯臨時特例給付金】
①申請書（児童手当現況届と同じ用紙）を町に提出
※公務員の人については、勤務先から配布される申請書と受給証明書を、11月30日（月）
までにご郵送ください。
申請期間を過ぎますと受給できなくなりますので、お早めに申請手続きを行ってく
ださい。
申請書を紛失された人や手続きなどについては、お問い合わせください。
［受付窓口］
役場庁舎１階 専用受付相談窓口 午前９時～午後５時30分
※土日、祝日は除く。
窓口にお越しになる場合は、①申請書②印かん③支給対象者全員の身分証明書（運
転免許証、健康保険証など）の写し④通帳やキャッシュカードの写しを必ずご持参く
ださい。お忘れになりますと、受け付けできませんのでご留意ください。
※今年度は両方の給付金を併せて受給することができます。
◆申込・問合せ 福祉グループ ☎98-5672

学校給食センター……………☎98-4607
………………………………℻98-4609
教育委員会事務局……………☎98-5533
………………………………℻98-4514
公民館…………………………☎98-5530
…………………………………℻98-5530
まちづくり観光交流センター…… ☎98-5521
（にぎわいまちづくりグループ） ℻98-4514
総合福祉センター……………☎98-1311
（社会福祉協議会）
℻98-2111
水道……………………………☎98-5536
（上下水道グループ）… …………℻98-5175
板屋橋浄水場…………………☎98-5537
…………………………………℻98-4622
総合スポーツ公園……………☎98-5344
（総合体育館）
℻98-5346
保健センター…………………☎98-5520
…………………………………℻98-3600
竹内街道歴史資料館…………☎98-3266
…………………………………℻98-3279
消防署太子分署………………☎98-3299
…………………………………℻98-4599
病院紹介………………………☎23-9919
休日診療所……………………☎28-1333
富田林警察署…………………☎25-1234
火災・救急救助………………☎119

［と
き］毎週土・日曜日と祝日
［ところ］道の駅
近つ飛鳥の里・太子

大阪府里親シンポジウム2015

◆問合せ
近つ飛鳥の里・太子運営協議会
☎98̶2786

～はぐくみホーム＆養子縁組里親を知ってください～
様々な事情で家族と暮らすことのできない子どもを、ご自宅の家庭に受け入れてく
ださるのが「里親」です。
子どもが大好きな人、里親ってなあに？と思われる人、どなたでもお気軽にお越し
ください。
［と き］10月３日
（土）午後２時～５時
［ところ］とよなか男女共同参画推進センター「すてっぷ」５階 すてっぷホール
［内 容］•はぐくみホームで育った経験者からの体験談
•はぐくみホーム・養子縁組里親体験談
•相談コーナー など
［参加費］無料
［主 催］大阪府、大阪府里親連合会
※希望する場合、概ね１歳～就学前までの児童の保育を行います
（要予約）
。
◆申込・問合せ ＮＰＯ法人キーアセット ☎06-6720-6811

浄化槽の維持管理
浄化槽を管理されている人は、保
守点検、清掃とあわせて、浄化槽法
に基づく定期検査を毎年１回受ける
ことが義務付けられています。
これは浄化槽が適正に管理され、
適切な水質の放流水を流しているこ
とについて確認する検査で、大阪府
が指定した検査機関である、一般社
団法人大阪府環境水質指導協会で行
う必要があります。
詳しくは、お問い合わせください。
◆問合せ 富田林保健所衛生課
☎23-2682
広告

広告

働くお母さんへ

学童保育で習い事

小学１年生～小学３年生の学童保育習い事コース
（月～金、午後３時～６時、月謝15,000円）
第７回大阪府自動車整備
たいしくんプレミアム
技能競技大会 優勝
商品券が使えます
全国大会出場

来年度
（平成28年度）
の当コースの予約をして頂くと

入会金（12,000円）無料

下校→塾→宿題→習い事（習字・リズム練習・ピンポン）
→帰宅

関塾しなが進学教室 ℡98-1800
（磯長小学校正門東隣）
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募

第１期

集

町・ 府 民 税 6月30日

看護師（アルバイト）募集

6月1日

軽自動車税

6月1日

第３期

第４期

９月30日 11月30日

２月1日

8月31日

11月2日 12月28日

ないと、次のような督促手数料や延滞金
がかかります。

［募集人数］１人

［勤 務 日］事業実施日、または、在宅訪
問を必要とする日

までに、福祉グループへお申し込みくだ
［と

き］10月18日（日）
午前10時から受け付け

［ところ］町立総合体育館

ります。

［持ち物］上靴、飲み物
［主

催］太子町障がい者ふれあいスポー

督促状を発送した場合₁通につき100円
（２）延滞金
に応じて年9.1％（ただし、納期限の翌
日から₁か月を経過する日までの期間に

［申込期間］10月16日
（金）
まで

ついては、年2.8％）の割合で計算した

午前₉時～午後₅時30分

延滞金がかかります。

※土日、祝日を除く。

◆問合せ

［そ の 他］面接の日時は別途連絡します

税務グループ

☎98-5517

◆申込・問合せ
☎98-5538

福

税

祉

10月は児童手当の支払月です

固定資産税の第₃期納期限は
11月₂日（月）です

児童手当の受給者に、₆月～₉月分の
児童手当を、10月₅日
（月）に指定口座に
振り込みますので、ご確認ください。

固定資産税の第₃期納期限は、11月₂
日（月）
です。忘れずにお納めください。

ただし、年度の更新手続きである現況

納付書にコンビニエンスストア収納用

届を提出していない人については、お支
払いができません。

のバーコードの印刷があるものは、全国

現況届が未提出の人は、早急にご提出

のコンビニエンスストアで納めることが

ください。

できます。

また、住所、受給者、子どもの人数、

詳しくは、納付書をご覧ください。

振込先など、受給内容に変更があった場

また、口座振替をご利用のみなさまは、

合は、必ず届出てください。

平成27年度

◆問合せ

広告

残高の確認をお願いします。
各納期限

ツ大会実行委員会
◆問合せ

納期限の翌日から納付の日までの期間

○正看護師免許証の写し
※申込書類は返却は致しません。

高齢介護グループ

ます。参加を希望する人は10月₉日（金）

ない場合は、滞納処分を受けることにな
（１）督促手数料

訪問事業あり：1,630円
（時給）
［申込書類］○履歴書（写真添付）

過ごしましょう ”

て10日を経過した日までに税金を完納し

◦要普通自動車運転免許

金］訪問事業なし：1,500円
（時給）

“ みんな一緒に楽しい一日を

さい。

また、督促状を送付した日から起算し

［応募資格］◦要正看護師資格

第21回太子町障がい者
ふれあいスポーツ大会 5

障がい者ふれあいスポーツ大会を行い

なお、納期限までに税金を納めて頂か

介護予防事業の補助や在宅訪問などの
看護師（アルバイト）を募集します。

［賃

固定資産税

第２期

福祉グループ

☎98-5519

福祉グループ

☎98-5519

社会福祉協議会

☎98-1311

ひとり親家庭などの出張相談窓口
ひとり親家庭の皆さんに対して、就
業や生活、子育てについての相談や情
報提供などの支援を行うため、専任職
員による出張相談窓口を開設します。
また、富田林子ども家庭センターで
は随時、母子自立支援員が面接、また
は、電話で相談に応じています。
［と き］10月５日
（月）午後２時～４時
［ところ］役場１階 相談室
◆問合せ
福祉グループ
☎98-5519
富田林子ども家庭センター ☎25-1131

障がい者の出張相談窓口
相談支援事業所の専任職員による
出張相談窓口を開設します。
相談希望の人は、10月９日（金）ま
でにご予約ください。また、障がいの
ある人やその家族が地域で安心して
生活できるよう、相談支援事業所で随
時、専任職員が相談に応じています。
［と き］10月15日
（木）午後１時～３時
［ところ］役場１階 相談室
◆問合せ
福祉グループ ☎98-5519

「自然なお産」
のお手伝いを
お母さんの「産むチカラ」、赤ちゃんの「産まれてくるチカラ」を引き出して
富田林病院お産センターは、安全で満足度の高
い出産ができるよう、専門性の高い助産師が中
心となって分娩を介助する専門の施設です。
▶ご不明な点、気になる点はお気軽にお問い合わせ下さい 受付：月～金（９時～17時）
TEL

㈹ 0721-29-1121

富田林病院
19

FAX

0721-28-3550

お産センター

〒584-0082 大阪府富田林市向陽台1丁目3番36号
ホームページもご覧下さい ▶http://ob.tonbyo.org

広報

太子町町制施行60周年記念事業

「たいしくん」ナンバープレートデザイン投票
10月号

～あなたが選ぶ！！「たいしくん」ナンバープレート～

平成

太子町では町制施行60周年（平成28年度）を記念して「たいしくん」
ナンバープレート（原付バイク（50㏄））を500枚限定で作成します！
「たいしくん」ナンバープレートのデザインはみなさんの投票により決定します。
皆さんが選んだ、たいしくんとまちの魅力がギュっとつまったナンバープレート
で、太子町への愛着をこれから先も持ち続けられるようにしましょう。
デザインの決定は広報太子平成28年１月号で発表予定です。

年

27

月

10

【投票について】

発行所
太子町役場
町章

投票できる人

どなたでも（お１人１回）

投 票 期 間

平成27年10月５日
（月）
～平成27年11月8日
（日）午前９時～午後５時

投 票 方 法

下記投票場所の投票用ポスターの好きなナンバープレートの該当箇所に
シールを貼り付けして人気投票（シール投票場所に設置しています）

投 票 場 所

役場庁舎１階ロビー（土曜・日曜・祝日除く）
まちづくり交流センター（月曜・火曜除く）
ふれあい TAISHI 2015会場（平成27年11月8日）

3つの中から好きなデザインを1つ選んでね！

【投票期間】

平成27年10月5日（月）

さつき

平成27年11月8日（日）

～

町の花

◆問合せ

省エネ住宅ポイント

町の木 くすのき

☎

日発行

₁

たいしくんプレミアム商品券取扱

☎98－5517

今ある窓のシャッター雨戸が
そのままで電動シャッター
！
に変る！
朝晩の上げ下ろしも静か。
腰痛の方もお年寄りも指一本
リモコン操作でラクラク開閉

フリー
ダイヤル
省エネ住宅ポイントは政府補助で面
倒な申請手続きは無料で代理申請中。
尚、政府予算に達すると終了します。

太子役場前西へ200ｍ

http://www.hatadagls.com/

雨戸の羽根が開閉ができて
日射を遮り、雨でも通風確
保。プライバシーを保ちな
がら通風できる雨戸板です。

： //www.town.taishi.osaka.jp
）
http

たいしくんプレミアム商品券が使える町内旅行会社

大阪府知事登録第 3 － 2 1 3 5 号

株式会社

※旅友の会ご案内※
10月22日（木）京都時代祭りと平等院
10月27日（火）開創1200年高野山と談山神社紅葉めぐりの旅
11月16日（月）紅葉の京都青蓮院門跡（新展望台）と奥比叡山ドライブウェイもみじ祭りの旅

広告

ホームページアドレス（

たいしくんプレミアム商品券との
併用でメチャクチャお買い得！
！

税務グループ

広告

編集 太子町役場（総務室）大阪府南河内郡太子町大字山田８８番地（〒５８３ ︱８５８０） ０７２１（９８）０３００㈹ ＦＡＸ０７２１（９８）４５１４

No. 491

☎0721−98−2951

（ローソン太子町太子店2階）
個人・グループ・団体での国内旅行にご利用できます。
ご相談、お見積もりは無料です。
詳しくは、お電話でお気に軽お問合せください。
町内ご自宅近くから出発！

など活動中！一般参加希望の方は、参加費用等お気軽にお電話で。
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