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○幼小中一貫教育の推進

○小学校における英語

　教育の充実

○幼保教育の充実

○耐震化の推進

○給食提供のあり方

○学校園配置の最適化

○不祥事対策

○学校園の地域開放の推進

○放課後子ども教室等の推進

面積…26.44k㎡

人口…116,949人（前月比-108）

　男…  55,905人

　女…  61,044人

世帯…  48,818　　

　（平成24年5月31日現在）
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市章は“羽”の文字を抽象的に図案化し、シンプル
に表現したもの。鳥のはばたきのような市の雄飛と
発展性を示しています。

松浦　義弘写真de綴る“まちなみ”セレクション

「古市駅」は近畿日本鉄道㈱の発表で1日の
乗降人員20,995人と南大阪線28駅中4
位（調査日Ｈ22.11.9）。駅東側広場は古市古墳
群などの史跡めぐりの拠点に、また、秋祭り
でだんじりが出入りできるような賑わいスペ
ースとして6/3（日）に供用開始しました。
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次代を担う子どもを育むまち

第1回目の教育改革推進本部会議を開催しました

　本市が直面する教育課題の内、全市的に取り組む必要がある重要

課題について、市長が本部長として市長部局と教育委員会が有機的

に連携を図りながら、迅速かつ強力に施策を推進するため、平成

24年 4月 1日に「羽曳野市教育改革推進本部」を設置し、5月 21

日に第１回目の羽曳野市教育改革推進本部会議を開催しました。今

後、３つの大きなテーマをもとに、さらなる検討を進めていきます。

羽曳野市長　北川 嗣雄
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○幼小中一貫教育の推進

○小学校における英語

　教育の充実

○幼保教育の充実

○耐震化の推進

○給食提供のあり方

○学校園配置の最適化

○不祥事対策

○学校園の地域開放の推進

○放課後子ども教室等の推進

申込・問合せ：政策推進課 特命プロジェクトチーム内 
「はびきの中学生 study- Ｏ」事務局☎ 958-1111（内線 3513・3530）

　「教育」改革に関する議論は絶えることはありません。それはシステムと

しての学校教育制度は大きく、完璧であることは困難であり、また「教育」

というものがすぐに答えが出るものではないという当然の理由からではない

でしょうか。しかし、困難だからと言って、安易に子どもたちの素養や家庭

環境、社会的な格差のせいにしてしまうことは、健全な議論ではありません。

　羽曳野市では教育改革への取り

組みとして、昨年3月に「幼小

中一貫教育基本方針」を策定、そして今年4月より「教育改革推進本部

会議」を設置しました。また、市職員の小学校英語講師としての派遣や、

中学生向けの自学自習の無料教室を通年開催するなど市独自の取り組み

をすすめています。

　教育委員会と市行政が一体となって、教育内容や教育環境について

説明する責任と教育に対するニーズや不満に応える責任を、しっかり

と果たすこと、地道に続けていくこと、今よりも「より良い」ものに

変えていく真面目な姿勢が大切だと考えています。これからも、羽曳

野の教育改革をたゆみなく積み重ねていきます。

実施日時　7 月 30 日㈪～ 8 月 3 日㈮ 計５回
          午前クラス：10:00 ～ 12:00   午後クラス：13:30 ～ 15:30               
         （午前クラスと午後クラスは同内容の講座となります）
実施場所　市役所Ａ棟会議室
参加方法　申込書に必要事項を記入の上、郵送または直接
　　　　　持参してください。なお、募集要項および申込書
　　　　　は下記までお問い合わせいただくか、市ウェブサイト
　　　　　からダウンロードできます。 【7 月 10 日㈫必着】
　　　　　※参加申込人数により、午前・午後クラスの変更
　　　　　　などをお願いする場合があります。

実施内容
★基礎英会話
　（基本的な挨拶や自己紹介）
★簡単な英語クイズ 
★様々なシーン別に分けた
　明日すぐ使える英会話 
★英語なぞなぞ 
★映画のワンシーンから学ぶ
　リスニングクイズなど

「英語なぞなぞ」（答えは左下）   
Q. What vehicle is spelled the same    
     backwards and forwards?

答え. racecar（レースカー）

白鳥小学校「舞台：白鳥伝説」

古市複合館「子育て支援センターふるいち」

高鷲北小学校「カリフォルニアからの出張授業」

There is no royal road to education.

～地道な努力あるのみ～

教育環境をさらに充実
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熱中症とは？　
　日射病・熱けいれん・熱疲労・熱射病の総称であり、室温や気温が
高い中での作業や運動により、体内の水分や塩分（ナトリウム）など
のバランスが崩れ体温の調節機能が働かなくなり、体温の上昇、め
まい、体がだるい、ひどい時にはけいれんや意識の異常などさまざ
まな症状を起こす病気です。
　家の中でじっとしていても室温や湿度が高いために、熱中症にな

る場合がありますので、注意が必要です。

こんな時はためらわずに救急車を呼んでください。
○�自分で水が飲めなかったり脱力感や倦怠感が強く、動けない場合！
○�意識がない（おかしい）、全身のけいれんなどがあるなどの症状を
発見された方！

熱中症予防のポイント
○部屋の温度をこまめにチェック（普段過ごす部屋には温度計を置くことをお勧めします）
○�室温が高くならないようエアコンや扇風機を上手に使いましょう
○のどが渇かなくてもこまめに水分補給
○外出の際には体をしめつけない涼しい服装で日よけ対策も忘れずに！
○無理をせず、適度に休憩を！
○栄養バランスの良い食事と体力づくりを！

〝 熱中症 〟に注意しましょう！〝 熱中症 〟に注意しましょう！

問合せ：柏原羽曳野藤井寺消防組合消防本部　☎ 958-0119

子どもと高齢者は特にご注意を…
★ 子どもの特徴
　○大人より地面の照り返しの影響が大きい為、��
�������高い温度にさらされます。
 ・保護者の方へ
　○子どもの様子を十分に観察しましょう！
　○遊びの最中には水分補給や休憩を！
　○外出時の服装に注意し、帽子も忘れずに！
　○日頃から栄養バランスのとれた食事や運動、�
　　遊びを通して暑さに負けない体づくりを
　　実践しましょう！
★ 高齢者の特徴
　○汗をかきにくい
　○暑さを感じにくい

★ 熱中症にならないために
　○室温をこまめにチェックし、エアコンや
　　扇風機を活用！
　○のどが渇かなくても水分補給！
　○調子が悪いと感じたら、家族や近くの人
　　にそばにいてもらいましょう。

問合せ：環境衛生課��☎ 958-1111��内線2820

夏の「エコオフィス運動」実施中
★ 市役所では５月１日～10 月31日の間、「節電」「省エネ」
　 に取り組んでいます。

　○クールビズ（軽装奨励）
　○冷房設定 28℃
　○昼休みの消灯
　○エレベーターの利用自粛
　○公用車の使用自粛
　○ 6 月～９月は「ノ―残業月間」    など

昨夏の節電効果として市役所庁舎の電力使用量を
平成 22 年と比べおよそ 16％ 削減できました。

　今夏は安定した電力供給が見込めない状況が予測されています。
とりわけ、電力需要のピーク時に、事業者も市民も一体となり、
どう行動するかがこの夏を乗り切るカギとなります。
　広域停電を回避し、生活に混乱が生じないよう、各ご家庭に
おける「節電」「省エネ」に一層のご協力をお願いします。

今夏における節電について今夏における節電について

市役所では！

■ 節電にご協力いただきたい期間
　　7 月 2 日㈪～ 9 月 7 日㈮
■ 節電にご協力いただきたい曜日・時間帯
　　平日の 9:00 ～ 20:00
　　※特に需要が多い 13:00 ～ 16:00 の重点
　　　的な節電にご協力お願いします。
■ 節電にご協力いただきたい削減率
　　15％以上の節電にご協力をお願いします。
　　※平成 22 年夏季使用最大電力の値などを
　　　基準とし、この 85％を超えない水準

町会などで管理されている防犯灯などでタイマー式や手動での
点灯消灯をされている機器につきましては、夏季の日照時間に
合わせた運用で節電にご協力をお願いします。
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をご利用ください！

　大プールとファミリープールがあり、家族そろって楽しめま
す。なお、大プール 10 コースのうち、2 コースを健康増進と
体力づくりのためのコースとしています（ただし、入場者の状
況などにより、設けない場合もあります）。

期　間：7 月 10 日～ 8 月 31 日まで

時　間：① 9:30 ～ 11:30　  ② 12:00 ～ 14:00

            ③ 14:00 ～ 16:00　  ④ 16:00 ～ 18:00

料　金：１回あたり、大人 200 円、中学生以下 100 円

場　所：市民体育館（西浦）の北側

   　※盗難防止のため、貴重品を持参しないでください。

問合せ：市民プール　☎ 957-1119

            7/9 まで市民体育館　☎ 958-2340

夏

◎施設の概要
 所在地：羽曳野市西浦 1047 番地 
  ( 設備 )
☆ 25 ｍプール　25 ｍ× 10 ｍ（10 コース）
                       水深 1.1 ｍ～ 1.3 ｍ 
                          《一部身長制限あり 》
☆リバープール　水深 0.6 ｍ 
☆子供プール　　水深 0.6 ｍ～ 0.7 ｍ 
☆幼児プール　　水深 0.3 ｍ～ 0.4 ｍ 
☆更衣ロッカー　880 個（有料 100 円） 
☆駐車場　　　　40 台 ※市民体育館駐車場一部利用可

市民プール市民プール

　

7/17～8/19の間は夏季限定で北コースをキッズパークとして無料開放！

健康ふれあいの郷グラウンド・ゴルフ場

開放期間中のグラウンド・ゴルフ場の料金およびキッズパークの詳細や注意事項は
グラウンド・ゴルフ場事務所までお問い合わせください。☎950-6611

【水と緑のキッズパーク】

「水と緑のキッズパーク」夏季限定オープン

7月 16日（祝）10:00開始13:00終了予定
　

　

　イベント当日は、池の中でスーパーボ
ールや水ヨーヨーすくいをしたり、芝生
の上でペットボトルボウリングなどのニ
ュースポーツで楽しく過ごしてください。

開放時間　9:00 ～ 17:00
休  場  日　毎週木曜日と雨天時
対  象  者　小学生以下

イベント当日は駐車場が少ないので、
公共交通機関などをご利用ください。

オープニングイベント開催
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読んでみませんか？読んでみませんか？ ～新刊案内～～新刊案内～ お は な し 会お は な し 会

 

大人が中学生に
薦める本なんて、ど
うせつまらないだ
ろうと思っている
皆さんに。定番の
「おすすめ」だけじ
ゃ終わらない読書
ガイドです。

※12月16日から29日までの期間中は、おひとり
10冊・３週間まで借りていただけます。（ＣＤ・ビデオ
は本とは別に１点ずつ・３週間の貸出となります）

市立図書館では、蔵書点検および資料の整理等を
行うため、下記のとおり休館させていただきます。
陵南の森図書館、羽曳が丘図書館、青少年センタ
ー図書館、ブックステーション支所の休館
5月20日㈬～24日㈰、5月30日㈯～31日㈰　
中央図書館、東部図書館の休館、丹比図書館　 
5月25日㈪～31日㈰　
　なお、下記の期間中は、各館でおひとり10冊ま
で（ＣＤ・ビデオは図書とは別に計2点）借りていた
だけますので、どうぞご利用ください。
10冊貸出実施期間
　陵南の森図書館、羽曳が丘図書館　
　　　　　　　5月6日㈬～19日㈫
　中央図書館、東部図書館、丹比図書館　
　　　　　　　5月11日㈪～24日㈰

ブックステーションはびきのコロセアム　☎937-7210(火・木・金曜日　13:30～16:30）　　ブックステーション野々上東　☎950-5501（月・水・金曜日　13:30～16:30）
ブックステーション青少年児童センター　☎952-0032（月～土曜日　9:00～17:00）　

㈯

ほかの誰も薦めなかったとしても今のうちに
読んでおくべきだと思う本を紹介します

恋の季節になると
赤い風船をふくら
ませるのは誰？死
んだふりが一番う
まいのは？思わず
笑ってしまうゆか
いな動物たちがい
っぱいの本。

ネイチャー・プロ編集室／著
生きもののヘンな顔

主催:朗読ボランティアグループ「はびきの」

　市立図書館では、蔵書点検および資料の整理を
行なうため、下記のとおり休館させていただきます。
◆陵南の森図書館・羽曳が丘図書館・青少年センター
　図書室・ブックステーションはびきのコロセアムの休館
　5月20日㈮～5月24日㈫、5月30日㈪～31日㈫
◆中央図書館・東部図書館・丹比図書館の休館
　5月25日㈬～5月31日㈫
　なお、下記の期間中は、各館でおひとり10冊まで（ＣＤ・
ビデオは図書とは別に計2点）借りていただけますので、ど

うぞご利用ください。

　≪10冊貸出実施期間≫
●陵南の森・羽曳が丘図書館 5月6日㈮～5月19日㈭
●中央・東部・丹比図書館 5月11日㈬～5月24日㈫

角田 光代／（他）著 河出書房新社

7月1日㈰　　陵南の森図書館 14：00

7月8日㈰　　陵南の森図書館 14：00

7月11日㈬ 東部図書館 10：30

7月14日㈯ 　羽曳が丘図書館 15：00

7月15日㈰    陵南の森図書館 11：00（小さい子向き） 

                  11：30（少し長いお話を聞ける子向き）

7月21日㈯ 　古市図書館 15：00

7月21日㈯ 　陵南の森図書館 15：00 

7月22日㈰ 　陵南の森図書館 14：00

7月28日㈯ 　羽曳が丘図書館 15：00

7月1日、8日、22日、29日の各日曜日

                           13:30(中央図書館)
「全ての日本国民
は、７０歳になった
ら安楽死」こんな
法律ができたら、
あなたはどうします
か？空前の少子
高齢化社会をテー
マにした意欲作。

垣谷 美雨／著　幻冬舎
七十歳死亡法案、可決

幻冬舎

市立図書館では、蔵書点検および資料の整理などを行うため、
次のとおり休館させていただきます。

七夕まつり   7月7日㈯ 
丹比図書館 18：30 『大型紙芝居など』

消防士、警察官、
ケーキ屋さん、宇
宙飛行士･･･みん
なが将来着てみた
いのは、どの制服
かな？あこがれの
１９の仕事の中身
をのぞいてみよう。

勝倉 峻太／写真 鶴田 一浩／絵　
                         学研教育出版

せいふく図鑑

10：00～11：30

10：00～12：00

4日㈬

20日㈬

6日㈮

10：30～11：30

7月1日㈬

ゆめふうせんによる人形劇　みんなきてね～！

10：00～16：00

28日㈯

14日㈪

10：00～11：00

「第12回 ふれあいお茶会」　
 お茶会に向けて練習してきたこどもたちがお茶を 
たてます。お抹茶とお菓子を用意して待っています。
・手作りコーナー（ペットボトルビーズのストラップ）
・玄関ホール：児童作品展　　　　　　　　　
　

*お知らせ*　12月30日～1月4日まで休館日です。

６月
22日㈪

毎週土曜日

10：00～12：00

9：30～11：30

14：00～15：00

〔トライルーム〕　フォトフレーム
～フォトフレームにタイルをかざります～
対象者：1～3年  定員先着：15人
申込受付：4/28～5/11（電話のみ）
材料費：1００円（当日持参）

9：30～11：30

10：30～11：30

「第12回児童館まつり」　雨天決行
・第1部 ：和だいこ・ジャグリング　　　
・第2部 ：バッタおじさんによるはっぱ遊び・
ルーレットなどほかにもお楽しみがいっぱい！
みんなで遊びに来てね！※お茶を持ってきてください。

〔わくわく子育てひろば〕「水遊び」「七夕かざり」 
タオル・着替え・お茶を持ってきてください。

10：30～11：00

〔スポーツ〕  グラウンド・ゴルフ＜雨天中止＞
児童館のひろばでします。※お茶を持ってきてください

〔スポーツ〕 卓球であそぼう 

9：30～11：00

7日㈪

15：00～16：00

お茶の練習(1回目)

お茶の練習(3回目)

お茶の練習(4回目)

〔体験教室〕  オリジナル消しゴム作り
4～6年生対象・定員先着15人・申込受付 6/18～
6/24 （電話のみ）・材料費：１００円（当日持参）

10：00～16：00

10：30～11：30

誰でも自由に参加できるよ！

〔わくわく子育てひろば〕みんなで遊ぼう

21日㈯

23日㈪

23日㈪

〔健康スポーツ〕 グラウンドゴルフで遊ぼう
※お茶を持ってきてください【雨天中止】

10：00～11：30

10：30～11：30

9：30～11：30

〔チャレンジルーム〕グラスリッツェン
対象者：4～6年  定員先着：15人
申込受付：4/16～4/22（電話のみ）
材料費：1００円（当日持参）

14：00～16：00

13：30～15：30

18日㈬

24日㈫

10：00～16：00

〔自由教室〕 七夕かざり みんな作りにきてね！

〔体験教室〕 　かんたんラック
※7、8月の2回コース（2回目は8/27㈪です）
対象者：4～6年  定員先着：10人
申込受付7/14～7/20 （電話のみ）
材料費：4００円（当日持参）

11日㈪

22日㈮

27日㈬

〔チャレンジルーム〕 電子おもちゃ「ラジオを作ろう」
対象者：4～6年  定員先着：10人
申込受付：7/23～7/26（電話のみ）
材料費：3００円（当日持参）

27日㈪

〔自由教室〕 プラバン みんな作りにきてね！

10：00～16：00

10：30～11：30

〔チャレンジルーム〕　電子おもちゃ「ラジオ作り」
～はんだゴテを使って配線をつなぎます～
対象者：4～6年  定員先着：10人
申込受付：7/21～7/24（電話のみ）
材料費：3００円（当日持参）
※事前に色付けをしますので23日㈪または24㈫
　の13:30～16:00の間で都合の良い日時に
　参加してください。（汚れても良い服装）

16日㈪
14：00～15：0010：30～11：30

21日㈪

10：30～11：30

10：00～12：00

10：30～11：30

対象

25日㈬

30日㈪
〔トライルーム〕　水族館をつくろう！
対象者：1～3年  定員先着：15人
申込受付：7/23～7/28（電話のみ）

10：30～11：30

10：30～11：30

10：00～16：00

15：30～16：30

2日㈪

9日㈪

18日㈬

★ 7月の主な行事予定

絵本のへや　
ふく話じゅつ師さんがやって来るよ！みんな来てね！

「第１２回　クリスマスお楽しみ大会」
マジックショー、子どもたちによる合奏やお話など
お楽しみがいっぱい！みんな遊びにきてね！

絵本のへや　誰でも自由に参加してね！

23日㈬

9：30～11：30

〔伝承あそび〕将棋であそぼう 
はじめての人もおいで～！

将棋であそぼう　はじめての人もおいで～

〔わくわく子育てひろば〕 
みんなで遊ぼう「牛乳パックでボールを作ろう」

将棋であそぼう　はじめての人もおいで～

第5回　春休みお楽しみ会
クリオネさんによるマリオネット鑑賞や
ビンゴゲームをします！みんな遊びにきてね！

〔わくわく子育てひろば〕
すてきな歯医者さんのお話し『おやつ大好き！』
講師：谷口歯科医院　保田 晃宏先生

新春こま回し大会
みんなでこまを回して遊ぼう！手のせ、つな
わたりに挑戦してみよう！

誰でも自由に参加してね！
絵本のへや　＜絵本・紙芝居＞

「第１２回　クリスマスお楽しみ会」
マジックショー、子どもたちによる合奏や
お話など･･･お楽しみがいっぱい！
みんな遊びにきてね！

〔伝承あそび〕将棋であそぼう 
はじめての人もおいで～！

誰でも自由に参加してね！
絵本のへや　＜おはなし１.２.３＞

〔伝承あそび〕 囲碁であそぼう 
はじめての人もおいで～！

14：00～16：00

★6月の主な行事予定

誰でも自由に参加してね！
絵本のへや　＜絵本・紙芝居＞

絵本のへや　＜絵本・紙芝居＞

誰でも自由に参加してね！

絵本のへや　＜絵本・紙芝居＞

9：30～11：30

誰でも自由に参加してね！誰でも自由に参加してね！
絵本のへや　＜絵本・紙芝居＞

誰でも自由に参加してね！
絵本のへや　＜絵本・紙芝居＞

〔伝承あそび〕 将棋であそぼう 
はじめての人もおいで～！

●所 在 地
●問 合 せ
●開館時間
●休 館 日
●利用対象
●月～土曜
●申込受付

翠鳥園2-9-101　
ＴＥＬ＆ＦＡＸ  957-4900
９:00～１７:３０
日曜・祝日、１２月29日～１月3日
小学生と保護者同伴の３歳以上の幼児
スポーツ・レクリエーション（室内・外）を行なっています。
電話での受付は、申し込み日の朝９時からです。
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市立休日急病診療所市立休日急病診療所

診療日時：日・祝日　年末年始(12月30日～１月３日）
　　　　 10時～16時（正午～13時休診）
診療科目：内科、小児科、歯科

　　      

　　　　　

藤 井 寺 保 健 所
か
ら
の

お 知 ら せ
　

　　　　　　　
　　　　

藤井寺市藤井寺1-8-36（代表） 955-4181
大阪府藤井寺保健所大阪府藤井寺保健所

http://www.pref.osaka.jp/fujiiderahoken/

　　　　　　☎955-4181　　　　
有 有料表の見方 ４ 水 第4水曜日 予 予約必要持 持参物 ☎952-6165

腸内細菌検査腸内細菌検査

寄生虫卵検査寄生虫虫卵検査

腸内細菌検査 9時30分～12時有月 水火

有飼えなくなった犬の引取 月 水 持 印鑑9時30分～12時
13時～17時

飲用水・井戸水検査・浄化槽
放流水・プール水・浴槽水検査 受付日時は、お問い合わせください。有予

有月 水火 9時30分～12時寄生虫卵検査 木

室内のホルムアルデヒド、VOC測定 予 有 受付日時は、お問い合わせください。

木 9時15分～12時15分
13時～16時月 水火

２ ４

水 予

有

予

6/27 13時30分～14時30分金

金

13時30分～15時HIV検査（エイズ・梅毒・クラミジア）

療育相談

こころの健康相談
（ 精神科医、精神保健福祉担当者等が相談に応じます）

11時～11時30分

予
医療機関に関する相談

こころの病気、ひきこもり、認知症、アルコール依存症など
　「ひきこもり家族交流会を開催」

「匿名可」

肝炎ウイルス検査（無料）

水

※いずれも土、日、祝日、年末年始は除く

小児科のみ上記日時に加え、土・日・祝・年末年始（12/30～1/3）の
１８時～２２時まで診察を行っております。　　　☎956-1000

■内科・小児科・歯科　
　診療日　：日曜、祝日、年末年始（12月30日～1月3日）
　診療時間：10時～12時、午後1時～午後4時
■小児科の土曜・休日夜間診療（南河内北部広域小児急病診療事業）
　診療日　：土曜、日曜、祝日、年末年始（12月30日～1月3日）
　診療時間：午後6時～午後10時（受付は午後5時30分～9時30分）

☎956-1000
（保健センター2階）（保健センター2階）

定期健康相談・栄養相談のお知らせ◆ 7 月 2 日・23 日 ㈪   ※要予約
～上記日程以外でも随時受付しています。健康増進課までご連絡ください～

※すべて申し込みは、健康増進課（保健センター）まで　電話もしくは来所にて受け付けております。
　定員になりしだい締め切ります　☎：956 - 1000（※ FAX での申し込みはできません）

妊婦さんへの思いやりを

☆ 胃がん・肺がん・大腸がん・乳がん・子宮がん
≪７月・８月・９月実施分≫
※６月から受付中（すでに定員に達した日程あり）

集団検診

※対象の方には６月中に発送しています。
※手元に届いていない方は、健康増進課へご連絡ください。
※�偶数年生まれの女性で、受診券（ピンクのはがき）と無料ク
ーポン券の両方が届いた方も検診は１年に１回となります。
※�無料クーポン券が届く前に市の検診を済まされた方は、こ
のクーポン券を利用できません。
※�乳がんの無料クーポン券対象の方で、4月～6月中に市の
検診を受けられた方へは自己負担金1,000円の償還払いが
あります。詳しくは健康増進課へお問い合わせください。

がん検診のお知らせ

「細菌性食中毒予防の３原則」
　細菌を・・・
①  つけない（清潔）
②  増やさない（迅速・冷却）
③  やっつける（加熱）

日程 場所 開始時間
7月9日㈪
9月7日㈮

保健センター
◆12:50◆13:20
���◆ 13:50◆14:20��

ー骨密度測定と歯の健診ー

＜対象者：昭和 26・31・36・41・46 年生まれ＞
①骨密度測定と成人歯科健診　40人
②骨密度測定のみ　60人

＜対象者：健診時点で６５歳以上の方＞
①骨密度測定と歯科健診　40人
　希望者には専門職による口腔ケアや筋力アップ講習付
②骨密度測定のみ　60人
　希望者には専門職による筋力アップや転倒予防講習付

～自覚症状が出る前に骨粗鬆症検診を受けましょう～

☆ 大腸がん（男女）・乳がん・子宮頸がん検診の
　 無料クーポン券について　《対象者一覧表》

子
宮
頸
が
ん

昭和46年4月2日～�昭和47年4月1日生
昭和51年4月2日～昭和52年4月1日生
昭和56年4月2日～�昭和57年4月1日生
昭和61年4月2日～�昭和62年4月1日生
平成3年4月2日～平成4年4月1日生

乳
が
ん
・
大
腸
が
ん

昭和26年4月2日～昭和�27年4月1日生
昭和31年4月2日～昭和�32年4月1日生
昭和36年4月2日～昭和�37年4月1日生
昭和41年4月2日～�昭和42年4月1日生
昭和46年4月2日～�昭和47年4月1日生

「食中毒の予防」手洗いをしっかりしましょう！「食中毒の予防」手洗いをしっかりしましょう！

すこやかトレーニング講座

※下記の日程のうちいずれか 1 回参加できます。（参加費無料）
●申込：6 月 1 日より受付中 ※すでに定員に達している場合有
●時間：( 受付 9:30 ～ )10:00 ～ 12:00　●定員：20 人程度

　健康運動指導士が自宅で簡単にできる運動を紹介し実技
レッスンをします。セラバンドを使ったトレーニングも紹
介いたしますので、老若男女の皆様、ぜひご参加ください。
（セラバンドプレゼントつき）

※主治医から運動制限の指示のある方の参加はご遠慮ください。

※
事
前
の
申
込
み
が
必
要
で
す
。

南河内北部広域小児急病
診療事業運営委員会開催

　5月23日㈬に
同委員会を開催
しました。平成
23年度の実施報
告と今後の運営
内容について審
議を行いました。
平成23年度は年間2,259人の受診者の利用があり、
夜間小児救急（1次救急）として重要な役割を担って
います。
　また、南河内北部広域小児急病診療事業は、藤井寺
市、松原市、羽曳野市で、平成20年10月より実施
しています。３市の市民を対象に、３市医師会、薬剤
師会などの協力により運営しています。

年　度 受診者数
平成20年度（6カ月） 1,123人

平成21年度 3,171人
平成22年度 2,228人
平成23年度 2,259人

↓利用状況

↑南河内北部広域小児急病診療事業運営委員会

日程 場所 開始時間

7月20日㈮ はびきのコロセアム ◆12:45
　　　◆13:00
�　��　　　◆13:459月 20日㈭ 保健センター

日程 場所 持　物
7月19日㈭ 保健センター ・運動靴

・水分
・タオル9月21日㈮ 陵南の森
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予防接種
健康診査（会場：保健センター）
※対象児に個別通知します。健診日の1週間前までに個別通知が
届いていない方は、健康増進課（保健センター）までご連絡ください。

保

M

陵

丹

M

　　　　　　　
　　　　

青

M

無料

青

　　　　　　☎955-4181　　　　有 有料表の見方 ４ 水 第4水曜日 予 予約必要持 持参物

腸内細菌検査腸内細菌検査

寄生虫卵検査寄生虫虫卵検査

腸内細菌検査 9:30～12:00有月 水火

有飼えなくなった犬の引取 月 水 持 印鑑9:30～12:00
13:00～17:00

飲用水・井戸水検査・浄化槽
放流水・プール水・浴槽水検査 依頼の際はお問い合わせください。有予

有月 水火 9:30～12:00寄生虫卵検査 木

室内のホルムアルデヒド、VOC測定 予 有 依頼の際はお問い合わせください。

木 9:15～12:15
13:00～16:00月 水火

9時45分～10時15分

２
水 予

予

金

一般健康診断

循環器科検診

13:30～14:30
４

水
  H I V 即日検査(抗体検査)

こころの健康相談
（ 精神科医、精神保健福祉担当者等が相談に応じます）

9:30～10:30

医療機関に関する相談

9時15分～9時45分

こころの病気、ひきこもり、認知症、アルコール依存症など
　「ひきこもり家族交流会」と「精神障がい
　者家族教室」などを開催

「匿名可」

保
陵

保
石

藤 井 寺 保 健 所
か
ら
の
お 知 ら せ

　
藤井寺市藤井寺1-8-36（代表） 955-4181
大阪府藤井寺保健所大阪府藤井寺保健所

http://www.pref.osaka.jp/fujiiderahoken/

　      
      
      
      
      

  

マタニティクッキング（先着15人）
日時：11月25日㈫　13時30分から15時
対象：妊婦（初めて出産される方優先）
会場：保健センター　3階栄養指導室
申込み：電話で健康増進課(保健センター)へ

定期健康・栄養相談
日時：１1月1２日(月)・２６日（月）午前
相談費：無料
持ち物：健診の結果表　など
申込み：電話で健康増進課(保健センター)へ

種　類 日　程 対　象　児

平成２４年３月１日～1６日生まれ

平成２４年３月１７日～３１日生まれ

          平成２４年４月生まれ

          平成２２年１２月生まれ

          平成２３年１月生まれ

          平成２２年１月生まれ

          平成２２年２月生まれ

          平成２１年１月生まれ

          平成２１年２月生まれ

  

７月１７日、１８日

８月２８日、２９日

７月１０日、１１日

８月２１日、２２日

７月３日、４日

８月７日、８日

1歳6カ月児健康診査

（火、水曜日実施）

2歳6カ月児健康診査

（火、水曜日実施）

3歳6カ月児健康診査

（火、水曜日実施）

4カ月児健康診査

（金曜日実施）

７月１３日

７月２７日

８月１０日、３１日

肝炎ウイルス検査（無料）

２ ４

水

※いずれも土、日、祝日、年末年始は除く　　　　　　　　※松原からの電話は、市外局番からお願いします。

※予防接種を受ける前に必ず予防接種説明書をよく読み、接種
　ワクチンの内容を理解した上で受けるようにしてください。
※対象年齢・接種間隔および回数・実施医療機関などについて
　は「平成24年度健康だより」をご覧ください。

幼児食講習会（保育あり　先着15人）
日　時：11月17日㈪　13時～15時
対　象：就学前の幼児の保護者
会　場：保健センター　3階栄養指導室
申込み：電話で健康増進課(保健センター)へ

無料

親子クッキング（先着15組30人）
日　時：12月25日㈭　10時30分から13時30分
対　象：小学生とその保護者
受講費：親子2人で500円　（子ども1人追加につき+200円）
会　場：保健センター　3階栄養指導室
申込み：電話で健康増進課(保健センター)へ

２ ４

水 予

　　　生活衛生室☎952-6165
　　　　

予防接種
健康診査（会場：保健センター）
※対象児に個別通知します。健診日の1週間前までに個別通知が
届いていない方は、健康増進課（保健センター）までご連絡ください。

保

M

陵

丹

M

　　　　　　　
　　　　

青

M

無料

青

　　　　　　☎955-4181　　　　有 有料表の見方 ４ 水 第4水曜日 予 予約必要持 持参物

腸内細菌検査腸内細菌検査

寄生虫卵検査寄生虫虫卵検査

腸内細菌検査 9:30～12:00有月 水火

有飼えなくなった犬の引取 月 水 持 印鑑9:30～12:00
13:00～17:00

飲用水・井戸水検査・浄化槽
放流水・プール水・浴槽水検査 依頼の際はお問い合わせください。有予

有月 水火 9:30～12:00寄生虫卵検査 木

室内のホルムアルデヒド、VOC測定 予 有 依頼の際はお問い合わせください。

木 9:15～12:15
13:00～16:00月 水火

9時45分～10時15分

２
水 予

予

金

一般健康診断

循環器科検診

13:30～14:30
４

水
  H I V 即日検査(抗体検査)

こころの健康相談
（ 精神科医、精神保健福祉担当者等が相談に応じます）

9:30～10:30

医療機関に関する相談

9時15分～9時45分

こころの病気、ひきこもり、認知症、アルコール依存症など
　「ひきこもり家族交流会」と「精神障がい
　者家族教室」などを開催

「匿名可」

保
陵

保
石

藤 井 寺 保 健 所
か
ら
の
お 知 ら せ

　
藤井寺市藤井寺1-8-36（代表） 955-4181
大阪府藤井寺保健所大阪府藤井寺保健所

http://www.pref.osaka.jp/fujiiderahoken/

　      
      
      
      
      

  

マタニティクッキング（先着15人）
日時：11月25日㈫　13時30分から15時
対象：妊婦（初めて出産される方優先）
会場：保健センター　3階栄養指導室
申込み：電話で健康増進課(保健センター)へ

定期健康・栄養相談
日時：１1月1２日(月)・２６日（月）午前
相談費：無料
持ち物：健診の結果表　など
申込み：電話で健康増進課(保健センター)へ

種　類 日　程 対　象　児

平成２４年３月１日～1６日生まれ

平成２４年３月１７日～３１日生まれ

          平成２４年４月生まれ

          平成２２年１２月生まれ

          平成２３年１月生まれ

          平成２２年１月生まれ

          平成２２年２月生まれ

          平成２１年１月生まれ

          平成２１年２月生まれ

  

７月１７日、１８日

８月２８日、２９日

７月１０日、１１日

８月２１日、２２日

７月３日、４日

８月７日、８日

1歳6カ月児健康診査

（火、水曜日実施）

2歳6カ月児健康診査

（火、水曜日実施）

3歳6カ月児健康診査

（火、水曜日実施）

4カ月児健康診査

（金曜日実施）

７月１３日

７月２７日

８月１０日、３１日

肝炎ウイルス検査（無料）

２ ４

水

※いずれも土、日、祝日、年末年始は除く　　　　　　　　※松原からの電話は、市外局番からお願いします。

※予防接種を受ける前に必ず予防接種説明書をよく読み、接種
　ワクチンの内容を理解した上で受けるようにしてください。
※対象年齢・接種間隔および回数・実施医療機関などについて
　は「平成24年度健康だより」をご覧ください。

幼児食講習会（保育あり　先着15人）
日　時：11月17日㈪　13時～15時
対　象：就学前の幼児の保護者
会　場：保健センター　3階栄養指導室
申込み：電話で健康増進課(保健センター)へ

無料

親子クッキング（先着15組30人）
日　時：12月25日㈭　10時30分から13時30分
対　象：小学生とその保護者
受講費：親子2人で500円　（子ども1人追加につき+200円）
会　場：保健センター　3階栄養指導室
申込み：電話で健康増進課(保健センター)へ

２ ４

水 予

　　　生活衛生室☎952-6165
　　　　

集団接種（受付時間：13:30～ 14:30）

個別接種【各医療機関に直接電話で予約】	

持　物：母子健康手帳（必ず必要です）
　　　　予診票（お持ちでない方は、各会場に置いてあります。)
予防接種 日　　時 場　所

ポリオ 予防にはポリオワクチンの接種が必要。単独の不活化ポリオワ
クチンの導入は今年9月を予定。決まりしだいお知らせします。

7月
13日㈮

　保健センター　３階
27日㈮

◆離乳食講習会 ( 保育あり　定員 15 人 ) ◆ 
　日　時：7 月 19 日㈭・8 月 24 日㈮の
　　　　　 どちらか 1 日 13:00 ～ 15:00
　対　象：4 カ月健診受診後から 10 カ月まで
　　　　　　の乳児の保護者※第１子優先
　受講費：無料　　
　会　場：保健センター 3 階栄養指導室

◆幼児食講習会 ( 親子でおやつをつくろう　定員 10 組 ) ◆
　日　時：7 月 25 日㈬・8 月 9 日㈭のどちらか 13:00 ～ 15:00
　対　象：４歳～就学前までの幼児とその保護者　受講費：無料
　会　場：保健センター 3 階栄養指導室

◆マタニティスクール（定員 30 人）◆ ※４日間で１コース
　日　時
　７月コース：7 月 5 日㈭、12 日㈭、22 日㈰、26 日㈭
　９月コース：9 月 6 日㈭、13 日㈭、23 日㈰、27 日㈭  
　　　　　　　13:00 ～ 15:30 ※日曜のみ 9:30 ～ 12:00

◆親子クッキング（定員 10 組）
　夏休みの思い出に親子で料理をしてみませんか？
　日　時：8 月 2 日㈭・8 月 3 日㈮のどちらか 1 日 10:00 ～ 13:30
　対　象：小学生とその保護者
　受講費：1 組 500 円　（子ども 1 人追加につき +200 円 )
　会　場：保健センター　3 階栄養指導室

持　物： 母子健康手帳（必ず必要です）・予診票（お持ちでない方は、
母子健康手帳を持って健康増進課まで取りに来てください。）

予防接種の種類： 百日咳ジフテリア破傷風（DPT）第 1 期
　　　　　　　　ジフテリア破傷風混合（DT）第 2 期
　　　　　　　　麻しん風しん混合（MR）第 1・2・3・4 期
　　　　　　　　日本脳炎　第 1 期・第 2 期

BCG

※ �BCGの予診票は４カ月児健康診査のご案内と一緒に送付しています。4カ月
児健康診査をすでに受け、BCGを接種していないお子さんは健康増進課（保
健センター）に電話し予約の上、受付時間13:20にお越しください。

日本脳炎予防接種について
　日本脳炎予防接種の勧奨差し控えにより、平成 7
年 6 月 1 日～平成 19 年 4 月 1 日生まれの方で、第
1 期または第 2 期の接種を受けなかった方に対して、
平成 23 年 5 月 20 日より接種出来るようになりまし
た。第 1 期予防接種ができなかった方のうち、平成
24 年度は、8・ 9 歳（H15.4.2 ～ H17.4.1 生）の方で、
日本脳炎第 1 期を一度も接種されていない方に特例
措置の予診票を個別通知します。
＊すでに接種をされている方に予診票が届く場合が
ありますので、必ず母子健康手帳で接種履歴をご確
認の上、重ねて接種されないようご注意ください。
＊ H7.6.1 ～ H19.4.1 生の方（上記個別通知以外の
生年月日の方）は健康増進課（保健センター）窓口
にて予診票をお渡しいたしますので、母子健康手帳
をご持参の上、お越しください。

国で定められた定期予防接種は大切です！
　4 カ月健診時には BCG 接種をします。健診前に任意予
防接種（ヒブ・小児用肺炎球菌・ロタ等）を受けられる方は、
必ず接種医と今後の予防接種のスケジュールなどをご確
認の上、接種するようにしましょう。
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母の日ファミリーバレーボール大会
　

　5 月 13 日㈰、はびきのコロセアムにて「母の日ファミリー

バレーボール大会」が開催されました。当日は 11 チーム

175 人の参加者が熱戦を繰り広げました。

優勝 たちばな 準優勝 キャニオン ３位 樫、マザーズ

第 32 回羽曳野市グラウンド・ゴルフ大会
　５月 12 日㈯、スポーツ推進委員協議会主催のグラウンド・

ゴルフ大会が、グレープヒルスポーツ公園で開催されました。

当日は 96 チーム・374 人が熱戦を繰り広げました。

★団体の部★
優　勝：陵南の森グラウンド・ゴルフ愛好会２組
準優勝：西浦日吉会ＧＧ（Ａ）
第３位：下開クラブ（Ａ）

★個人の部★
優　勝：横山　保　
準優勝：比奈本 　一枝　
第３位： 柴山　敏子 
第４位：稲岡　富子　
第５位： 辻　安弘　
第６位：辻本　一郎

一丸となって行政対象暴力を撃退　

　5 月 21 日㈪、市役所にて「第７回羽曳野市行政対象暴力

対策連絡協議会」を開催しました。市長をはじめ、羽曳野警

察署長、大阪府警察本部刑事部捜査第四課暴力団対策室長ら

警察関係者と市職員の計 31 人が参加しました。警察と市役

所が一丸となって行政対象暴力を予防し、排除するために市

だけでは対応の難しい、暴

力団などによる行政機関や

その職員を対象として行う

違法または不当な行為「行

政対象暴力」を、警察と連

携し解決していきます。

羽曳野市勤労者協議会から傘の寄贈
　勤労者協議会の岡本 宏樹会長をはじめ役員の皆様から、

今年も 150 本の傘を寄贈していただきました。市役所や市

内公共施設に設置しますので、どうぞご利用ください。

5 月 21 日㈪：市役所にて

第 31 回 市長杯ゲートボール大会」
　

　羽曳野市ゲートボール協会主催の第 31 回「市長杯ゲート

ボール大会」が、5 月 23 日㈬に陵南の森総合センター運動広

場で開催されました。本大会には 12 チ―ムが参加し、熱戦

を繰り広げました。優勝：陵南Ｂ 準優勝：誉田 ３位：旭南

サッカー南河内地区大会で優勝　

　南河内地区中学校サッカー春季大会が４月 21 日から５月

５日まで行われ、羽曳野市立峰塚中学校が、決勝戦で富田林

市立金剛中学校に 2-0 と見事勝利をおさめ、優勝を果たしま

した。この優勝により、5 月～ 6 月にかけて行われた選手権

大会地区予選のシード権を獲得し、大会に臨みましたが、惜

しくもベスト8で敗退しました。今後の活躍が期待されます。

赤江小学校と白鳥小学校の交流
～昭和 48 年からのつながり～

　島根県安来市立赤江小学校を朝 6 時頃に出発し、羽曳野市

役所へ４時間かけ無事到着。子どもたちは長旅に少し疲れた

様子でしたが、バスを降りて元気よく挨拶してくれました。

52 人の児童がぶどうをイメージしたキャラクターの「つぶ

たん」と記念撮影を終え、白鳥小学校へ向かいました。

お昼からは LIC はびきので 40 周年とあわせ、恒例の交流式が

行われ、赤江小は伝統芸能の「銭太鼓」を披露し、白鳥小は「白

鳥伝説」という劇を演じました。舞台での子どもたちの姿に感

動し、お父さんやお母さんは目を細められていました。

羽曳野少年野球団準優勝
　羽曳野市スポーツ少年団に所属する少年軟式野球チーム

「羽曳野少年野球団（中学生）」が 5 月 6 日から 5 月 27 日

に開催された「第 17 回 毎日新聞社旗争奪少年軟式野球美

原大会」に出場

し、24 チームが

熱戦を繰り広げ、

見事準優勝に輝

きました。

街かどから
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真士ちゃん
なおと

  元気で明るく すくすく育ってね
 　
母親の光永さん撮影

　平成23年4月17日生まれ

東阪田
木村
きむら  　

  平成23年8月15日生まれ

伊賀
紗綾ちゃん
さ や

　平成23年1月29日生まれ

高鷲
有木
ありき

優太ちゃん
ゆうた

重松
しげまつ 　

お兄ちゃんと仲良くね♪

母親の陽子さん撮影

 　

☆お兄ちゃんたちと仲良く
　　元気にスクスク大きくなってね☆
          母親の雅美さん撮影

「ヤングアメリカンズ」が高鷲北小に来校！
　5 月 31 日㈭、カリフォ

ルニア州に拠点を置き、世

界 22 カ国で子どもたちと

ダンスなどでショーを演出

するユニークな団体「ヤン

グアメリカンズ」が高鷲北小学校へ出張授業として来校。48

人の外国人キャストが同校の 5，6 年生を中心に「あたらしい

ジブンを発見しよう」をテーマに授業を進められ、最初の説明

こそ、日本語で話しかけていましたが、レッスンになるとジェ

スチャーを交えた英語だけが飛び交い、不安そうな顔をする児

童も…。しかし、最後にはキャストと汗だくになり体育館で見

事なショーを披露してくれました。この企画元の NPO 法人じ

ぶん未来クラブの村津さんは「規律正しいダンスを求めず、自

由に動き、自信を持ってもらう

ことが大切」と話し「子どもた

ちが自分を信じ、前にあるもの

を見つめるようにサポートした

い」と思いを伝えてくれました。

涼しさ漂う！全国うちわ展（高鷲）　

　「全国うちわ展」は中戸さんのご自宅で開催されており、約
200 点の“うちわ”を展示公開されています。展示会は、観賞だ
けでなく、実際手にとって楽しめ、

「触れる」ことで“うちわ”の個性
が見えてきます。同展は 9/9 ㈰まで
開催されています。
問合せ : 中戸 松彦 
　　　 高鷲 6-7-4　☎ 938-1020

〝喫茶オープン〟憩いの場
　6 月 5 日㈫、社会福祉協議会西部事務所で、ふれあい喫

茶「あいあい」がオープン。同事務所の活用と、地域の交流・

発展の場所の拠点として考案され、市の交付金を活用して

進められました。高齢者の方や、若い子育て中のお母さん

方に「交流と一息」を入れて

もらうスペースになるように

目指されています。

鳥越 俊太郎さん「がんと向き合って」
　６月９日㈯、ＬＩＣはびきので大阪南医療センター主催の「が

ん治療の最前線」をテーマに講演会が開催されました。特別講

演では、ジャーナリストの鳥越俊太郎さんが登場し、「私、が

ん患者に見えます？」と客席に質問を投げかけたり、「実はが

んのおかげで元気になった」「無病息災

ならぬ一病息災」一つの病気を持つこと

で、「体」をあらためて見つめ直し大切

にしたと語られました。最後に自身の

経験から、「うつむいてばかりいると免

疫力が下がる」「がんと闘うのではなく、

がんとどう向き合い生きていくのかが

大事」とメッセージをくださいました。

「小笠原流弓術」を披露：壷井八幡宮
　6 月 3 日㈰、壷井八幡宮境内

にて、小笠原流弓術（三三九手

狭式）が披露されました。弓道

家が弦を引くと 200 を超える観

客も静寂に包まれました。数秒

後、空を切る弓の音を認識

する間もなく、的を射抜く

音、そして、大きな歓声へ

と変わっていきました。来

年も開催されるそうです。

毎週火・水曜日 10:00 ～ 15:00
飲み物全て 100円です。

ふれあい喫茶「あいあい」
南恵我之荘2-3-22

街かどから
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制　度 市役所　☎ 958-1111
http://www.city.habikino.lg.jp

○ 保険料（本算定）納入通知書をお届けします
　７月以降にお納めいただく国民健康保険料納入通知書は、平成 24 年度保険料率を
もとに世帯の年間保険料を算定し仮算定（４月～６月）保険料を差し引き、７月から翌
年３月までお納めいただくものです。平成 24 年度賦課限度額は、基礎賦課（医療）分
49万円、後期高齢者支援金等分14万円、介護納付金分12万円となります。保険料
率などの詳しい内容や納付方法は、納入通知書に同封のしおりをご覧ください。
○ 高齢受給者証は７月下旬にお届けします
　70歳以上75歳未満の方の高齢受給者証は８月１日付け更新となります。更新後の
高齢受給者証は７月下旬に郵便でお届けします。

国民健康保険のお知らせ

後期高齢者医療制度のお知らせ

○後期高齢者医療 被保険者証 が変わります
　平成 24 年８月から、「後期高齢者医療被保険者証」が“薄緑色”に変わります。新
しい被保険者証は、７月下旬に郵送でお届けします。
　なお、新しい被保険者証（薄緑色）は、お手元に届いたときからご使用いだけます。
○後期高齢者医療保険料の決定について
　平成 24 年度の後期高齢者医療保険料の決定（本算定）に伴い、保険料額決定通
知書および納入通知書をお届けします。保険料率の詳しい内容や納付方法は同封のし
おりをご覧ください。
○保険医療機関等での自己負担割合について
　自己負担割合は、毎年８月１日現在で当該年度（４月から７月までは前年度）の「地方税
法上の各種所得控除後の所得（課税標準額）」により定期判定を行います。
　医療機関での自己負担割合は、「一般の方は１割」、「現役並み所得者は３割」となります。

○後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証の更新について
　後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証（減額認定証）は、医療機関
に入院や通院した際に窓口で提示すると、医療費、食事代の負担が軽減されるもので、
住民税非課税世帯（低所得Ⅰ、Ⅱ）に属する被保険者が対象となります。
　８月１日から有効となる減額認定証の交付を受けるためには、下記の①から③をお
持ちの上、７月中に市保険年金課に申請手続きが必要です。
 ①後期高齢者医療被保険者証
 ②認め印
 ③すでに 90 日を超えてご入院されている非課税世帯の方は入院時食事代領収書

（問合せ：保険年金課　☎ 958-1111　内線 1340・1750・1760）

　現役並み所得者として３割負担と判定された場合でも、下記の要件に該当するとき
は、申請（基準収入額適用申請）により、申請日の翌月初日から１割負担に変更する
ことができます。詳しい内容はお問い合わせください。

【要件】　○同一世帯に被保険者がお一人のみの場合
　　　　　　→被保険者本人の収入額が383万円未満のとき

　　　　○同一世帯に被保険者が複数いる場合
　　　　　　→被保険者の収入の合計額が520万円未満のとき

　　　　○同一世帯に被保険者がお一人のみで、かつ、同一世帯に 70 歳以上 75 歳
　　　　　未満の方がいる場合
　　　　　　→被保険者本人の収入額が383万円以上の場合で、被保険者本人および
　　　　　　　70歳以上75歳未満の方の収入の合計額が520万円未満のとき

保険年金課よりお知らせ

国民健康保険・後期高齢者医療『日曜窓口・夜間窓口』の開設
　国民健康保険料・後期高齢者医療保険料の納付相談について、『日曜窓口・夜間窓口』
を開設します。ぜひご利用ください。

	

問合せ　保険年金課　☎ 958-1111　内線1750・1751

日　程 時　間 場　所
夜間窓口 ７月 24 日㈫・26 日㈭ 18:00 ～ 20:00 市役所本庁

１階３番窓口日曜窓口 ７月 22 日㈰ 10:00 ～ 15:00

主な公共施設

      羽曳野市の宣言
○交通安全都市宣言　○非核平和都市宣言

○人権擁護都市宣言　○健康都市宣言

○青少年健全育成都市宣言

羽曳野市役所
☎958-1111　℻958-0212

（老人福祉センター・
　　公民館・図書館）

支　所

羽曳野市民会館

LICはびきの
（生活文化情報センター）
はびきのコロセアム

市民体育館（西浦）

陵南の森総合センター

陵南の森生きがい情報センター
（テレワークセンター）

ＭＯＭＯプラザ

丹治はやプラザ

石川プラザ

保健センター
（休日急病診療所）
人権文化センター

青少年児童センター

白鳥児童館

青少年センター

緑と市民の協働ふれあいプラザ

道の駅 しらとりの郷・
　　  羽曳野  総合棟
子育て支援センターふるいち

子育て支援センターむかいの

給食センター

社会福祉協議会

シルバー人材センター

柏原羽曳野藤井寺消防本部

羽曳野警察署

藤井寺保健所

藤井寺郵便局

柏羽藤環境事業組合

クリーンピア21（火曜日休み）

☎955-0583　
℻930-2144
☎958-2311　
℻958-2312
☎950-5500　
℻950-5505
☎937-3123　
℻937-3124
☎958-2340　
℻958-3614
☎952-2751　
℻952-1303

☎931-1900　
℻931-2112
☎957-5553　
℻957-5580
☎937-2355　
℻937-2388
☎950-2002　
℻958-9110
☎956-1000　
℻956-1011
☎955-4556　
℻955-7042
☎952-0032　
℻937-8580
☎957-4900　
℻957-4900
☎958-0050　
℻956-7867
☎959-3567　
℻959-3568
☎957-6900　
℻957-6910
☎958-3308　
℻958-3350
☎953-6361　
℻953-6361
☎958-2306　
℻958-1082
☎958-2315　
℻958-3853
☎959-0555　
℻959-0333
☎958-0119　
℻958-9900
☎952-1234　
℻952-2531
☎955-4181　
℻939-6479
☎954-2601　
℻938-8591
☎976-3333　
℻976-3331
☎975-2580　
℻975-2577

お願い・・・本市に電話をおかけの際はよく番号をお確かめください。
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（問合せ：市民課　☎958-1111　内線1611）

　◇平成 24 年７月９日㈪に現在の外国人登録法は廃止され、「外国人登録原票」は、市役所から国（法務省）に回収されるため、
今まで市役所で発行していた「登録原票記載事項証明書」は発行されなくなり住民票の発行となります。居住歴、上陸許可年月日
など住民票では確認できない事項については、ご本人が直接法務省に開示請求して確認していただくことになります。詳しくは次
のウェブサイトをご覧ください。

《法務省秘書課個人情報保護係　http://www.moj.go.jp/hisho/bunsho/disclose_disclose05-05.html》

　◇新しい制度では、中長期在留者の方は在留カード、特別永住者の方には特別永住者証が外国人登録証明書にかわって、順次交
付されることになります。お持ちの外国人登録証明書の在留資格や「次回確認（切替）申請期間」により時期は異なりますが、一
定期間はそのままお使いいただけます。

　◇新しい制度では、日本人と同様に、これまで住んでいた市役所に転出の届出を行い転出証明書を受け取った後、新しい住所の
市役所に転出証明書を持っていって転入の届出をすることになります。届出には、世帯全員の在留カード・特別永住者証明書を必
ずご持参ください。また、国外に転出する場合は、再入国許可を得ている場合であっても、転出の届出が必要になります。

住民基本台帳の対象者について

　◇新しい制度で、住民基本台帳に記録される方は ①中長期在留者（在留カード交付対象者）、②特別永住者（特別永住者証明書
交付対象者）、③一時庇護許可者または仮滞在許可者、④出生または国籍喪失による経過滞在者で、従来外国人登録のあった方で
も短期滞在や在留期間更新未了、住居地不明などの理由で住民基本台帳に記載されない方もおられます。

外国人住民の方に関する制度が変わります
　平成 24 年７月９日に外国人登録法が廃止され、外国人住民も日本人住民と同様に住民基本台帳に記録されることになりま
した。このことにより日本人と外国人の混合世帯でも世帯全員が記録された住民票の写しなどが発行できるようになります。

（コンビニ交付サービスについては、対応にしばらく時間を要します。）

住民基本台帳法改正に伴うシステム変更作業のため

平成24年７月９日㈪から13日㈮まで証明書自動交付機を休止します！
　７月14日㈯からは、９:00より通常稼働します。大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解ご協力をお願
いいたします。（７月16日は祝日のため運休します。）

　本庁市民課（２番窓口）横に設置される住民基本台帳カード申請特設窓口にて、次の日程で開設します。
　　　休日特設窓口：７月22日㈰（開設９:00～ 12:00）
　　　夜間特設窓口：７月３日㈫・17日㈫・31日㈫（開設17:45～ 20:00）
　　　※住民基本台帳カードの交付申請以外は受け付けできません。

　これまで、コンビニ交付サービスは「セブン - イレブン」のみのサービスでしたが、平成 25 年中には、「ローソン」「サーク
ルＫサンクス」が参加する予定です。今後、ますます便利に「コンビニ交付サービス」をご利用いただけます。
※現在、コンビニ交付サービスは、日本全国のマルチコピー機が設置された「セブン - イレブン」（約 14,000 店舗）で、６:30
　～ 23:00 まで利用できます。マルチコピー機の操作は「行政サービス」メニューを選択し、画面案内のとおり進んでください。
　簡単な操作で各種証明書が受け取れます。

　平成24年５月１日より、大阪府内で最初に「コンビニ交付サービス」を開始し、これまで大変好評でたくさんの市民の皆様より、
このサービスの利用に必要な「住民基本台帳カード」の交付申請とサービスの利用申請をいただいております。通常 500 円の
交付手数料を９月 30 日まで無料で交付しておりますので、ぜひこの機会に「住民基本台帳カード」の交付申請をお願いします。

【住民基本台帳カードの無料交付について】

【コンビニ交付事業者の拡大について】

【７月の休日特設窓口および夜間特設窓口の開設日について】

住所の変更に関する届出～転出届が必要に！

お持ちの外国人登録証明書は一定期間、そのままお使いいただけます

外国人登録法が廃止されます
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市税催告コールセンターを開設しています
　「市税催告コールセンター」を開設して
います。市・府民税、固定資産税、軽自
動車税の納期限から一定期間を過ぎても
市において納付確認ができない方に対し
て、電話で納付の呼びかけを行います。
オペレーターが市税の未納をお知らせす
るとともに、納付のご案内を行います。
日�時　●平成 25 年３月 29 日㈮まで開設

　　　平日（月～金）９:00 ～17:30
　　　●第２・３木曜日 ９:00 ～ 20:00
　　　●第３日曜日 ９:00 ～17:30
　※土曜日・上記第３以外の日曜日・祝日
   　は業務を行いません。

問合せ　税務課 納税相談担当　
　☎ 958-1111  内線 1440・1450 
　☎ 947-3619（直通）

振り込め詐欺など不審電話にご注意！！
　「税務課」や「市税催告コールセンター」から、
還付金の案内や納付のためにATM（現金自動
預け払い機）の操作を求めることは一切ありま
せん。　
���＜不審と思われる電話にご注意ください。＞

固定資産税・都市計画税の減免制度について
　自己居住用の固定資産を所有する者で一定の所得者層に対する減免制度です。
　対象者は次に掲げる①～④の要件すべてに該当する納税義務者です。
対象　①納税義務者が平成 24 年１月１日現在で 65 歳以上、障がい者、寡婦または　
　　　　寡夫のいずれかであること。
　　　②納税義務者および当該納税義務者と生計をひとつにする者の全員が、住民税
　　　　均等割非課税限度額以下の所得であること（表参照）。
　　　③所有している固定資産が自己居住用だけであり、所有家屋の延床面積が 70 ㎡
　　　　以下であること。
　　　④固定資産の年税額（土地・家屋）の合計が５万円以下であること。
減免率　固定資産の年税額（土地・家屋）の２分の１
減免申請等　減免申請書に必要事項を記入押印の上、平成 24 年 8 月 31日まで
　　　　　　（土・日・祝日を除く、９:00 ～17：30）に市役所税務課に提出してください。
　　　　　　なお、申請は毎年必要です。
所得要件（平成24年）　市税条例第 14 条第２項による

受付・問合せ　本庁 1 階⑨番固定資産税土地担当窓口　☎ 958-1111　内線 1540

扶養がない場合 扶養が１人の場合 扶養が２人の場合 扶養が３人の場合
320,000円 830,000円 1,150,000円 1,470,000円

問合せ：税務課�固定資産税�家屋担当　☎947-3612（直通）

住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減額について
　昭和 57年１月１日以前に建築された住宅で、一定の要件を満たす耐震改修（必
ず耐震基準適合改修工事証明書が必要）を行った場合、完了日（平成 24 年 12
月31日まで）の翌年度より２年度分の固定資産税が減額されます。（平成 25 年
１月１日から27年 12 月31日の場合は１年度分）

※その他減額要件および必要書類については、お問い合わせください。

　上記の減額を申告される場合は、改修工事が完了した日から３カ月以内に、減額申
告書および必要書類を添付の上、税務課固定資産税家屋担当まで提出してください。

認定長期優良住宅に伴う固定資産税の減額について
　耐久性・安全性などの住宅性能が一定基準を満たすとして認定を受けた新築
専用住宅・併用住宅については、申告により新築による固定資産税の軽減適用
年度が延長されます。

※その他減額要件および必要書類については、お問い合わせください。

　上記の減額を申告される場合は、新築日の翌年１月31日（新築日が１月１日
の場合はその年の１月31日）までに、減額申告書および必要書類を添付の上、
税務課固定資産税家屋担当まで提出してください。

「羽曳野市景観計画の策定に係る
  市民意向調査」を実施します
 　本市では、景観計画策定業務を推進
する上で「羽曳野市景観計画の策定に係
る市民意向調査」を実施します。市民の
皆様のご協力をよろしくお願いします。
対象　無作為に抽出した満 20 歳以上の
　市民の方 1,000人
調査方法　郵送による送付および回答
期間　７月（予定）
問合せ　都市計画課　
　☎ 958-1111　内線 2572

特定計量器定期検査
　取引・証明に使用される『はかり』は、
精度を確認するために２年に１回の定期検
査が義務付けられています。
　なお、この検査には手数料が必要です。

（大阪府計量検定所�☎ 072-872-7877）

検査月日 検査時間 検査会場 住　　所

８月２日㈭ 10:30～15:30
総合スポーツセンター
（はびきのコロセアム）

南恵我之荘
4-237-4

８月３日㈮ 10:30～15:30 市民体育館 西浦1047

８月６日㈪ 10:30～15:30 市役所 誉田4-1-1

８月７日㈫ 10:30～15:30 市役所 誉田4-1-1

サマージャンボ宝くじ発売
（期間：７月９日㈪～27 日㈮）
　今年のサマージャンボ宝くじは、サマー
史上最高額の１等・前後賞合せて５億円！
　宝くじの収益金は、市町村の明るく住
みよいまちづくりに使われます。
問合せ　公益財団法人 大阪府市町村振興協会
　　☎ 06-6920-4566

高年介護課からのお知らせ
　65 歳以上の方を対象に、「平成 24 年度納入通知書（介護保険料額決定通知書）」を
７月中旬に送付します。
○今回の保険料は確定額です。
　今回の保険料は、確定した平成 24 年度の市民税の課税状況などにより算定したものです。
○保険料の納付方法について
　介護保険料は原則として、年金から納めていただきます（特別徴収、年金天引き）。
　ただし、次に該当する方は、納付書、または口座振替で金融機関などを通じて納めて
　いただきます（普通徴収）。
　●年金受給額が年額 18 万円未満の方
　● 65 歳の誕生日から６カ月以上経過していない方
　●羽曳野市に転入されて６カ月以上経過していない方
　●年金担保等の理由で年金が停止または全額支給されなくなった方
　　なお、被保険者の方が特別徴収か普通徴収かを選択することはできません。
問合せ　高年介護課　☎ 958-1111　内線 1370・1371・1395

お願い・・・本市に電話をおかけの際はよく番号をお確かめください。
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お知らせ

　初年度に納めていただく方の納付方法は、分割納付と一括納付があります。
２年目・３年目に納めていただく方は、分割納付のみになります。
※�分割納付は、３年に分割し、さらに年２期（納付月は７月・12月）の合計６期に分
けて納めていただきます。
※�一括納付は、初年度第１期の納付期限、７月31日までに全額を納めていただく方の
納付方法で、納期前納付の報奨金を差し引いた金額で納めていただけます。なお、減
免や徴収猶予する土地に係る受益者負担金については、報奨金の適用はありません。

７月は下水道事業受益者負担金の納付月です。

※取扱い金融機関（納付書裏面を参照）、市役所、支所で納付をお願いします。

各納期までに納めてください。

第２期分  納付書（12 月）

第 1 期分  納付書
受益者負担金 （７月） ７月31日を過ぎるとこの納付書は使えません。

※初年度の納付限定

一括納付分  納付書

全 受益者負担金
報奨金付き （７月）

１．分割納付（期別納付）用 ２．一括納付（全期前納）用

（下水道総務課　☎ 958-1111　内線 2360）

「羽曳野市暴力団排除条例」が平成24年８月１日から施行されます。
　警察、市民および事業者の皆さんと相互に連携を図り、社会全体で暴力団の排除を推
進するため、「羽曳野市暴力団排除条例」が平成 24 年８月１日から施行されます。条例
には、公共工事や市の事務事業から暴力団を排除すること、青少年が暴力団に加入せず、
暴力団による犯罪の被害を受けないよう指導・啓発していくことなどが定められており、
条例に基づき暴力団の排除を図り、市民生活の安全と平穏の確保、社会経済活動の健全
な発展に取り組んでいきます。
　 （ウェブサイトは羽曳野市役所のトップページから「暴力団排除条例」で検索）
問合せ　総務課　☎ 958-1111　内線 3610

事業主の皆様へ

　お問い合わせ、ご相談は、最寄りの労働基準監督署または、こちらまでご連絡ください。
【申告書の記入方法について】
　労働保険コールセンター　５月 28 日㈪～７月 20 日㈮　☎ 0120-995-986
　大阪労働局　労働保険適用・事務組合課　☎ 06-4790-6340

【労働保険料の納付について】
　大阪労働局　労働保険徴収課　☎ 06-4790-6330
　大阪労働局ウェブサイト　http://osaka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/

平成24年度   労働保険年度更新手続は７月10日㈫までにお済ませください。
電子政府の総合窓口：e-Gov( イーガブ）　http://www.e-gov.go.jp

「商業動態統計調査」にご理解を！
　全国の商業を営む事業所の事業活動の動向を明らかにするため、毎月の月末
現在を基準日として、「平成24年度商業動態統計調査」を実施します。この調査は、
経済産業省が実施する基幹統計で、調査の結果は、景気動向を把握するための
重要な指標として各方面で広く利用されています。調査対象事業所には、７月上
旬頃から順次、知事が任命した統計調査員が訪問しますので、調査へのご理解
をお願いいたします。
　　　         （大阪府総務部統計課  工業・動態グループ  ☎ 06-6210-9209）

介護無料相談
　介護に関する家族の悩みや思いをお聞
きし、介護の仕方や疑問点やお困りごとな
どの相談・解決のお手伝いをします。
日時　７月18 日㈬　13:00 ～15:00
場所　市役所別館１階 
　　　シルバー人材センター
相談員　尾崎　幸子（シルバー会員）
申込・問合せ　要予約　　　
　（公社）羽曳野市シルバー人材センター
　☎ 959-0555
　※今後２カ月に1回開催予定。

シルバー人材センターの子ども
一時預かり
　子育てルーム『白花たんぽぽ』では１
時間からでもお預かりいたします。
対象　１歳～就学前
日時　月～金曜日（祝日・年末年始除く）
　９:00 ～17:00（短時間でも可能）
費用　１時間 550 円～
場所　子育てルーム白花たんぽぽ
　古市１丁目１-18
問合せ　子育てルーム『白花たんぽぽ』
　☎ 958-3748

陵南の森老人福祉センター足湯の休止について
　大勢の方々に、足湯をご利用していただきありがとうございます。
　この度、足湯設備のメンテナンスのため休止しますので、ご協力をお願い致します。
休止期間　８月１日㈬～８月 31日㈮　
　　　　　※９月３日㈪より通常利用可。10:00 ～16:00 （土・日・祝日・年末年始を除く）
問合せ　陵南の森老人福祉センター　☎ 952-2751

税理士による無料税務相談センター

　市役所における相談センターは、8/22・
9/19・10/17・11/21の11 月まで、各月の
第３水曜日（８月は第４水曜日）を予定し
ています。
　納税協会・府税事務所（いずれも富田
林市）でも開催しています。
詳細は近畿税理士会富田林支部事務局
までお問合わせお願いします。

日時 ７月 18 日㈬　13:00 ～ 16:00
会場 市役所　１階税務相談コーナー
対象 一般納税者で、税理士の関与がない方

内容 口頭による所得税・相続税や経理など
に関する相談

時間 １人 30 分程度

予約 電話申込による先着順（予約状況によ
り当日申し込みも可）

問合せ
・

申込先

近畿税理士会 富田林支部 事務局
☎ 0721-25-6250

（月～金曜日　９:00 ～ 16:00）
※当日申込のお問い合せも、上記まで
　お願いします。

夏休みのラジオ体操
　各地域（自治会やこども会など）で夏
休みラジオ体操が実施されます。お近く
の会場でご参加ください。
　実施されます地域の代表の方は、７
月10 日㈫までに社会教育課へ連絡して
ください。スタンプカードおよび、参加
賞を後日お渡しいたします。
問合せ　社会教育課
　☎ 958-1111　内線 4450・4451
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はびきのおもちゃ病院
　動かなくなった、音が出なくなったおもちゃ捨てる前におもちゃ病院に持って来て
ください。壊れたおもちゃを直します。　お気軽に持って来てください。
日時　７月８日㈰　９:00 ～12:00（毎月第２日曜日に開院してます）
場所　市役所 別館２階　　費用　無料（部品交換が必要な場合は実費負担になります。）
問合せ　社会福祉協議会　☎ 958-2315

研志会会員による無料法務相談
日時　７月 29 日㈰、８月 26 日㈰
　　　13:30 ～16:30
場所　市役所  Ａ棟中東会議室
内�容　相続・遺言書、許認可、保険・労

働問題、その他日頃の法律上の悩み事。
当日の相談は、研志会会員の行政書士、
土地家屋調査士、社会保険労務士が
担当します。

申込・問合せ　要予約　NPO 法人研志会
　城 ☎ 938-0585   栗山 ☎ 0721-63-0811

「羽曳野市人権施策基本方針及び基本計画」を策定しました
　平成 24（2012）年３月に「羽曳野市人権施策基本方針及び基本計画」を策定し
ました。市政のすべての事業、あらゆる施策の企画・計画・実施において、
　　　　～いつまでも自分らしく、幸せに暮らしていけるまちの実現～
　　　　～お互いの人権を尊重し、ともに支えあうまちの実現～
　これらの基本理念を柱として、人権施策を総合的かつ計画的に推進します。
　（詳しくは、市ウェブサイトをご覧ください。）
問合せ　人権推進課　☎ 958-1111　内線 1053・1054

『リバティカード』でリバティおおさか（大阪人権博物館）へ行ってみませんか？
　リバティおおさか（大阪市浪速区）では、私たちの生活の中で大切な人権につい
て分かりやすく展示、解説されています。また、体験コーナーでは、触ったり着たり
体感することで見るだけでは分からないことを発見することができます。
　『リバティカード』は、リバティおおさかの常設展・特別展を無料で観覧すること
ができるカードです。
貸出し期間　○７月２日㈪～ 31日㈫の期間中、１回の申込みに付き７日間。
　　　　　　  （貸出日および返却日含む）
　　　　　　○１回につき５枚まで。（５枚以上必要な方は要相談）
　　　　　　○申込・返却は 月～金 ９:00 ～17:30 に人権推進課まで。
対　　　象　○市内在住・在勤・在学の方。
　　　　　　○申込みの時に本人確認ができるものをご持参ください。
　　　　　　○18 歳未満の方だけの貸し出しはできません。
　　　　　　※カードは１人１枚必要です。ただし、中学生以下、65 歳以上、障がい者

　　　　　　　（介助者含む）はカードがなくても無料です。

申込・問合せ　人権推進課　内線 1054

【鉛製給水管の取替え工事を行っています】
　水道局では、配水管の工事や修繕工事などにあわせ「鉛製
給水管」の取替え工事を随時行っています。
　「鉛製給水管」は水道を長期間使用しない場合、わずかなが
ら鉛が溶け出すことがありますので、通常の使用状態では問題
がないことを確認しておりますが、より安心してご利用いただく
ために、朝一番や長い間留守にした後などの使いはじめの水は、念のためバケ
ツ１杯程度（約10リットル）を目安に、飲み水以外（トイレや洗濯など）に
使用されることをお勧めします。
　今後も引き続き、水道法で定められた水質基準を満たした安全な水道水をご
家庭までお届けします。
【悪質にせ水道局職員にご注意を！】
　水道局では、家庭用水道器具の販売、事前連絡のない水質検査や宅内管の
洗浄工事などを行うことはいたしておりません、不審に思われたときは、身分証
明書の提示を求め、ご確認していただくか、水道局へお問い合わせください。
問合せ　水道局　☎ 958-1111　内線 5040

猫を飼われている方へまわりに
迷惑をかけないで！
　猫のフンや尿などの生活環境被害の
苦情が多く市に寄せられています。
【飼い主の方へお願い】
○フン、尿は自宅の決まった場所でさせ
　るようしつけましょう。
○野良猫と間違われないように首輪をつ
　けるようにしましょう。
○ 野良猫などを増やさないためにも不妊

去勢の手術を行ってください。
問合せ　環境衛生課
　☎ 958-1111　内線 2840

飼い犬による事故の防止！
　ルール正しくを守り、家族同様に最後
まで愛情もって飼いましょう。
【次のことを守って事故を防ぎましょう】
●しつけをしっかりとしましょう。
● 散歩（運動）をするときは、犬を十分制御

できる人がリードを付けましょう。また、
フンは持帰るなど飼い主が責任をもって
処理しましょう。

【飼い犬が人を噛んだとき】
●保健所に必ず咬傷届けをしてください。
問合せ　
　環境衛生課 ☎ 958-1111 内線 2840
　大阪府藤井寺保健所　☎ 952-6165

お願い・・・本市に電話をおかけの際はよく番号をお確かめください。



お知らせ・募集

23−はびきの　2012.7.1−

市役所　☎ 958-1111
http://www.city.habikino.lg.jp

図書館夏季アルバイト募集
期間　７月 20 日㈮～９月15 日㈯
　の間で 30 日以内
勤務地　中央図書館、陵南の森図書館
募集　若干名　　時給　830 円
内容　図書館業務
問合せ　中央図書館　☎ 950-5501

訪問介護職員（登録ヘルパー）を
募集します
対象　ヘルパー２級以上
問合せ　社会福祉協議会
　☎ 958-2315

第２回 羽曳野市図書館を使った調べる学習コンクールを実施します！
募集する作品　図書館の本などを使った「調べ学習」の作品　　調べるテーマ　自由
対象　市内在住・在学の小・中学生　　募集　９月３日㈪～10 月12 日㈮ 必着
申�込・問合せ　市立小中学校に通う児童生徒の方は、通っている学校。上記以外の小中

学校などに通う児童生徒の方は、下記へ郵送または持参。
　※ その他、コンクールに関する詳細は、ポスター・リーフレットをご覧ください。
　〒 583-8585 羽曳野市誉田 4-1-1　羽曳野市 教育委員会 学校教育課　
　調べる学習コンクール係　☎ 958-1111　内線 4251

自衛官募集《パイロット・ハイテク技術に挑戦》
【航空学生】　○各種航空機のパイロットの養成　○６年後に幹部に任官
   　 対象  日本国籍を有する高卒（見込含）18 歳以上～ 21 歳未満の方
    　受付　８月１日㈬～９月７日㈮
【一般曹候補生】　○小部隊指揮官の養成　○配置により航空機整備、電計、通信等技
　　　　　　　　術資格取得　○入隊後２年９カ月経過後以降選考により３曹に任官
       対象　日本国籍を有する高卒（見込含）18 歳以上～ 21 歳未満の方
       受付　８月１日㈬～９月７日㈮
【自衛官候補生】　○所要の教育を経て、３カ月後に２等陸・海・空士に任用
       対象　18 歳以上～ 21 歳未満の方
      受付　（男子）年間を通じて受付け　　（女子）８月１日㈬～９月７日㈮
　   ※詳しくは下記までお問い合わせください。
問合せ　自衛隊大阪地方協力隊本部　富田林地域事務所　☎ 0721-24-3799・3999

「こども夢プラン推進委員会」 市民委員を募集
　本市では、次世代育成支援行動計画（はびきのこども夢プラン）の進捗状況などを審
議いただく、「こども夢プラン推進委員会」を設置しています。
このたび、委員改選をむかえ、市民委員を募集します。
対象　市内在住・在勤・在学の18 歳以上の方で、はびきのこども夢プランについ　　
　て関心がある方。
定員　２人　多数の場合は市で選考いたします。　 期間　平成 24 年８月～２年間
申込　必要事項明記の上、応募作文を添えて提出【200 字以内】
　　　①氏名  ②住所  ③生年月日  ④年齢  ⑤電話番号  ⑥職業
　　　【作文テーマ】　「子育て支援の充実のために、地域の方 と々一緒に取組んでいる
　　　　　　　　　　 こと、または、これから取組みたいこと」
締切　７月18 日㈬　必着・当日持参有効。郵送、ファクス、電子メール。
　　　応募用紙、作文用紙は自由です。※応募書類は返却致しません。
　　　〒 583-8585　羽曳野市誉田４丁目１番１号　子育て支援課
　　　☎ 958-1111  内線 1230  ＦＡＸ 956-0730  kosodateshien@city.habikinolg.jp
　　　※委員に選出された方は、８月10 日㈮開催の「こども夢プラン推進委員会」に
　　　　ご出席ください。

放送大学 10 月生募集
　10 月入学の学生を募集しています。
　放送大学は、テレビインターネットを
通じて授業を行う通信制の大学です。
　心理学・福祉・経済・歴史・自然
科学など、幅広い分野を学べます。
申込　出願期間は８月31日まで。
　資料を無料で差し上げます。
問合せ　放送大学大阪学習センター
　☎ 06-6773-6328
　ウェブサイトでも受付けています。

心の輪を広げる体験作文・障がい者週間のポスターの募集
 ～あなたの素直な気持ちを伝えませんか？～
　障がいのある人とない人との心のふれあいの体験を綴った作文や、障がい者への理解
を促進するポスターを募集しています。入選者には、賞状などを贈呈します。
作　　文　400 字詰め原稿用紙（縦書き）で　※点字や電子メールでの応募も可。
　　　　　小・中学生は２～４枚、高校生・一般は４～６枚
ポスター　小・中学生のみ。Ｂ３画用紙または四つ切りサイズ画用紙（縦長のみ）
募集期間　７月２日㈪～９月５日㈬
応募方法　下記へ郵送（９月５日の当日消印まで有効）または持参。
　　　　　※ただし、土・日曜日・祝日については持参による受付けは行っておりません。
問�合�せ　 〒 540-8570  大阪府福祉部障がい福祉室障がい福祉企画課企画グループ
　　　　   ☎ 06-6941-0351　内線 2464　ＦＡＸ 06-6942-7215
　　　　　詳細はウェブサイトをご覧ください。
　　　　　http://www.pref.osaka.jp/keikakusuishin/syougai-info/index.html

保健センター職員（臨時保健師）募集 
　乳幼児健診など、保健センター業務
についていただける方。
　詳しくは、直接お問い合わせください。
募集人数　若干名　
問合せ　健康増進課　☎ 956-1000

古市駅東駐車場　
～ ７月１日㈰  オープン ～

【入庫可能時間】　４:30 ～ 24:30
　（24:30 ～４:30 は入場不可）
【駐車料金】　40 分毎　100 円
　（20 分以内に出庫される方は無料）
【当日１日最大駐車料金】　
　1,200 円（24:00 を過ぎると料金
　が加算されます）
【その他】　駐車場設置の各看板を
　ご覧いただき、ご利用ください。
問合せ　都市計画課
　☎ 958-1111　内線 2572
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府立南大阪高等職業技術専門校
見学会および生徒募集（10月入校）
　通信・環境・整備の技能者の人材
育成を目指して職業訓練を実施してい
ます。見学会の開催と平成 24 年 10
月入校の生徒を募集します。
見学会　７月 27 日㈮　13:30 ～
　（予約不要・体験自習含む）
募集　○空調設備科
　　　　（訓練期間１年、30人）
        ○ネットワークセキュリティ科
　     　（訓練期間６カ月、30人）
受付　７月17 日㈫～８月17 日㈮　
　　　※ハローワークにて受付け。
試験 ９月11日㈫　
合格発表 ９月14 日㈮
入校日　10 月９日㈫
場所　和泉市テクノステージ２-３- ５
費用　授業料無料（教材費などは実費）
問合せ　大阪府立南大阪高等職業技
　術専門校
　☎0725-53-3005　ＦＡＸ0725-53-3015
　※詳細はネットで「南大阪校」を
　　検索してください。

　受講者１人に対し、１人の講師が専属
で講習します。いつからでも受講できま
す。電話でお問い合わせください。
　パソコンが初めての方、大歓迎です。

コース 内　容

 ① ワードの
　  基礎から応用

 文字入力、文書、はがき、 
 表の作成など 。リクエスト
 にも対応します。

 ② エクセルの
　  基礎から応用

表の作成、データ入力、グラフ
作成、家計簿、 住所録作成、表計
算、関数計算など 。
リクエストにも対応します。

 ③ デジカメ
デジタル写真の取り込み、加
工。写真を入れた文書やはが
きの作成。

 ④インターネット インターネットの見方、
 メールの送受信について 

マンツーマンパソコンセミナー

費用　①②受講料（テキスト代込）　　
　　　　10,000 円（２時間×５回）　
　　　③④受講料（テキスト代込）　　
　　       2,000 円（２時間×１回）
時間　９:30 ～11:30、12:30 ～14:30、
　　　15:00 ～17:00
　　　※土・日曜日、祭日は休みです。
問合せ　陵南の森生きがい情報センター内
　河内飛鳥 UNIC 会　☎ 931-1900

母子家庭の母等のための就業支援講習会受講生募集
　（社福）大阪府母子寡婦福祉連合会では、下記の講座の受講生を募集しています。
 [ 簿記３級・弥生会計入門講座 ]
日時　８月 25 日㈯～12 月１日㈯　全 12 回  土曜日  10:00 ～16:00
定員　30人　　対象　母子家庭の母および寡婦
申�込　希望講座名、住所、氏名、年齢、職業、電話番号（自宅・携帯）、受講動機、保育の

　　有無を記入の上、次の住所まで往復はがきで申し込んでください。
　　　７月 25 日㈬まで（消印有効）※保育対象は２歳から就学前
費用　無料　ただし教材費 4,725 円　　会場　大栄教育システム　梅田校
申込・問合せ　〒 540-0012　大阪市中央区谷町５- ４-13
　大阪府谷町福祉センター内　大阪府母子家庭等就業・自立支援センター　☎ 06-6762-9498

いきいき元気アップ教室　～運動プログラム～参加者募集！！
　正しい歩き方を教えてほしい！腰痛・膝痛を和らげたい！道具を使わずに家でできる運
動を中心に学びます。
対象　65 歳以上の市民（運動制限がない方）　　場所　高年生きがいサロン２号館
日時　８月 21日～10 月16 日（毎週火曜日 全８回）  14:00 ～15:30　　定員　20人
持物　タオル・飲み物（お茶か水）・筆記用具・上履き（スリッパ不可）
申込　地域包括支援室の窓口または電話でお申し込みください。
締切　７月13 日㈮ ※応募多数は抽選です。
問合せ　高年介護課 地域包括支援室　☎ 958-1111　内線 1359・1391

大阪府総合労働事務所のパワハラ・セクハラ相談会＆セミナー
期間　７月 26 日㈭～ 28 日㈯
【労働相談】　職員による相談は、電話・面談ともに予約不要。
　○大阪府総合労働事務所：天満橋　　　　　☎ 06-6946-2600
　○大阪府総合労働事務所南センター：堺東　 ☎ 072-233-6821
　○大阪府総合労働事務所出張所：池田　      面談のみ
【中小企業労働環境向上講座「職場のハラスメント対策セミナー」】
●法律編：法的の考え方、判例解説など　　　日時　７月 26 日㈭　16:30 ～18:00
●基礎編：相談事例を踏まえ基本を解説など   日時　７月 26 日㈭　18:20 ～19:50
●メンタルヘルス編：ハラスメントによるメンタル不調に関する留意事項など
　日時　７月 27 日㈮　16:00 ～17:30
問合せ　大阪府総合労働事務所　相談グループ　☎ 06-6946-2608

定期教室生追加募集！！
[ 着付現代マナー組紐結び ]
期間　９月～12 月  土曜日  全 13 回　10:00 ～12:00
　　　※上記の回数、期間を予定ですが、変更の場合もあります。
対象　中学１年生～ 35 歳までの女性　　定員　10人　　費用　2,000 円
申込　５月より申込受付中の教室です。

夏の短期教室
日程　７月 21日㈯　　
　　　①手作り工作教室「牛乳パックでつくるサイコロパズル」（低学年向け）
　　　　時間　13:00 ～15:00　定員　20人　費用　100 円　持物　牛乳パック
　　　②手芸教室「お花のバッグ作り」��（小４～小６対象）
　　　　時間  15:00 ～17:00　定員  15人　費用  250円　持物  裁縫道具（持っている人）
申���込　７月７日㈯　10:00より受付。

【各教室申込】
古市みらい館（古市幼稚園横） ２階 古市図書館内カウンター （月・火休館日）にて受付。
各教室、定員になりしだい締切ります。 ☎ 958-0050

（休館日問合せ：社会教育課   ☎ 958-1111  内線 4452）

古市みらい館　青少年センターからのお知らせ

お願い・・・本市に電話をおかけの際はよく番号をお確かめください。
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講　座

「たのしいワード教室」受講者募集 羽曳野 IT サポート会
　文書作成ソフト・ワードの編集操作を学びます。文字入力、マウス操作ができる方を対象とし
たワンステップアップの講座です。多くのサポータがついていますので、分かりやすいと評判です。

会場　市民会館  ４階研修室   使用ソフト　Windows７、Word 2010
対象　20 歳以上の市民・市内在勤で初心者の方。   費用　３回 1,300 円（テキスト代含む）
定員　14 人（応募者多数の場合は、抽選）
申込　往復はがき往信面の裏面に、郵便番号、住所、氏名（ふりがな）、電話番号（無記入
　　　無効）、生年月日、返信面の表面に郵便番号、住所、氏名を明記し、７月10 日㈫必
　　　着にて下記住所にご応募ください。
　　　〒 583-8585　羽曳野市誉田４-１－１   
　　　羽曳野市社会福祉協議会気付、羽曳野 IT サポート会宛
問合せ　 羽曳野 IT サポート会  真銅　☎ 956-2216　携帯 090-8531-6338　
「個人指導」�初心者対象に、原則として毎月第１および第３火曜日の午後から市民会館でマンツーマンによる個

人指導（２時間 500 円）を行っています。定員に限りあり。申込順。パソコン持込み可。
　　　　　　詳細は上記、お問い合わせ先まで。　　

講習日 ８月２日㈭13:30～ 16:30 ８月９日㈭13:30～ 16:30 ８月16日㈭13:30～ 16:30

講習内容

�「旅行案内」の作成‐１
�・ワードのおさらい
�・文書作成、ページ設定、
　�ワードアート操作

�「旅行案内」の作成‐２
�・ワードの各種操作…線、図、�
���クリップアート挿入・作成�ほか�

��「残暑見舞い」の作成
�・はがき設定・ワードアート、　　�
　テキストボックス�、写真貼付け ､
　オートシェイプの挿入 ･作成

初心者、シニア中心の楽しくわかりやすい「パソコンサークル ステップ」
　初心者、シニア中心の楽しくわかりやすい「パソコンサークル ステップ」でパソコンを学びませんか？

【初心者向け「パソコン入門講座」】
日時　７月 20・27、８月３・10・17 日　毎週金曜日　10:00 ～12:00
会場　市民会館　４階　研修室　（パソコンレンタル可能）
費用　5,500 円（テキスト代含む）　定員　各16人 先着順。定員になりしだい締切ります。

【７月の講座内容】

　※上記講座以外にも「個別指導」を開催しております。
 費用　１回（２時間）1,000 円（『個別指導』 １時間 1,200 円）
 定員　15人（定員になりしだい締切り。） 持物　ノートパソコンをご持参ください。（レンタル可 予約制 台数制限あり）
 問合せ　パソコンサークル ステップ　 山田　携帯 090-6608-5799　　
            ブログ　http://pasokonstep.blog.eonet.jp/

日程・場所 時間 内容
初級

��３日㈫　LIC
10:00～ 12:00 Word　ヘッダーとフッターの挿入

役立つ 13:30～ 16:30 筆ぐるめ　暑中見舞いはがき作成new！（1,500円）
初級

��６日㈮�市民会館４階
10:00～ 12:00 Word　名刺作成講座

ネット 13:30～ 15:30 インターネット講座　無料イラスト取り込みnew！
実用 ��10日㈫　LIC 10:00～ 12:00 Excel　実用講座　Ⅱ　①　成績表作成
初級

��13日㈮�市民会館４階
10:00～ 12:00 Word　ビジュアルな文書作成

チャレンジ 13:30～ 16:30 Word　チャレンジ講座　　new！　（1,500円）
実用

��17日㈫　LIC
10:00～ 12:00 Excel　実用講座　Ⅱ　②　成績表作成

役立つ 13:30～ 15:30 筆ぐるめ講座　宛名ラベルシール作成　　new！
実用 ��20日㈮�市民会館４階 10:00～ 12:00 Word実用講座　テンプレートの活用　new！
初級

��31日㈫　LIC
10:00～ 12:00 Excel　便利な機能　①

応用 13:30～ 15:30 Excel　応用講座　　　new！　

会場　市民会館 ４階  第９会議室
費用　1,800 円（１回 600 円）を初回の講習日に一括してお支払いください。テキスト代込み。
　　　※⑤の名刺・各種ラベル作成講座は 1,200 円。⑥の情報交換交流会は 300 円です。
申込・問合せ　①～⑥の６講座のうち、いずれかを選び（複数可）電話で申し込みください。
　別途希望される各種講習にも対応できる場合がありますので、電話でご相談ください。
　パソコン交流館　国沢　☎ 956-4197　携帯 090-3725-2528

講座 日程 時間 定員
��①はじめてのパソコン講座 �７月10日㈫・17日㈫・24日㈫ 14:00～ 16:00 ４人
��②ワード初級講座 �７月10日㈫・17日㈫・24日㈫ ９:30～ 11:30 ５人
��③エクセル活用講座 �７月11日㈬・18日㈬・25日㈬ ９:30～ 11:30 ５人
��④デジカメ・ビデオ編集講座 �７月11日㈬・18日㈬・25日㈬ 14:00～ 16:00 ５人
��⑤名刺・各種ラベル作成講座 �７月23日㈪・30日㈪ ９:30～ 11:30 ５人
��⑥情報交換交流会 �７月30日㈪ 14:00～ 16:00 ＊

「ボランティア　パソコン講座」受講者募集（パソコン交流館）
　どの講座も少人数ですので、気軽に質問ができ、楽しく受講できます。

富田林市・羽曳野市・藤井寺市・　 
松原市民のための公開講座
日時　７月 28 日㈯　14:30 ～16:30
場所　すばるホール
内容　講演　【女性の排尿障害】
　　  【男性の排尿障害】【尿路結石】
申 込　専用申込はがきに住所・氏名・年齢・

電話番号・参加人数を明記していただ
くか、専用申込ファクス用紙に記載して
お申込みください。また質問がありまし
たらお書き添えください。

　※専用はがき・用紙についてはお問い
　　合わせください。
定員　先着 200 人　　費用　無料
締切　７月 21日㈯　消印有効
問合せ　アステラス製薬株式会社　
　堺第三営業所内
　「富田林市・羽曳野市・藤井寺市・
　  松原市民のための公開講座」係
　☎ 072-226-2786・ＦＡＸ 072-232-5281
共催　日本臨床泌尿器科医会、
　大阪府泌尿器科臨床医会、
　アステラス製薬株式会社
後援　富田林医師会、羽曳野市医師会、
　藤井寺市医師会、松原市医師会

大阪府藤井寺保健所
「子ども料理教室」参加者募集
【陵南の森　定員 24 人】
　８月６日㈪　10:00 ～13:00

【大阪府藤井寺保健所　定員 18 人】
　８月７日㈫　10:00 ～13:00
内容　食べて元気「ライスバーガーランチ」
主催　地域活動栄養士会「オリーブ」
共催　大阪府藤井寺保健所
対象　市内在住の小学３年生～６年生
持物　エプロン・三角巾・手拭タオル・
　おはし･水筒・筆記用具・参加費
費用　500 円（保険料を含む）
申込　７月９日㈪ 10:00 ～先着順。
　電話にてお申込みください。
　大阪府藤井寺保健所企画調整課
　☎ 072-955-4181

家庭園芸セミナー　
～野菜や草花、樹木の育て方を学ん
でみませんか～
 第２回　「夏・秋野菜の栽培について」
日時　７月 27 日㈮　13:30 ～15:50
※�申込不要。どなたでも無料で参加できます
が、定員は80人までとさせていただきます。

内容　種まきから育て方まで、秋から冬
　への野菜の栽培法を紹介します。

問合せ　大阪府立環境農林水産総合研究所
　食とみどり技術センター　☎ 958-6551　
　Ｅメール：afr.webmaster@mbox.epcc.
　pref.osaka.jp
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ヴィゴラス健康講座
【食生活改善教室】～見直そう食生活～
　食事バランスガイドを活用し、日頃の食事状況を確認しながらバランスのとれた食事
と個々の体格測定に基づいた食事のアドバイスをいたします。
日時　７月11日㈬　15:00 ～16:00
内容　①体格測定（筋肉量・体脂肪量など）②食事バランスガイドを活用した個々の食事チェック
対象　興味のある方（既存のヴィゴラス会員以外）
費用　無料　※体格測定料500円については自己負担です。
定員　先着15人　※申込が２人以下の場合は中止。
申込　７月10日㈫までに、はびきのヴィゴラスに直接お申込みいただくか、
　　　電話・ファクスでお申込みください。

（問合せ　島田病院地下１階　はびきのヴィゴラス　☎・℻ 072-953-1007）

【小学生のためのランニングフォーム教室】～運動会の50ｍ走で一番になるために～
　スポーツの基本となる「走る」について、正しい靴の選び方やランニングフォームを
楽しく学べます。親子でご参加ください。
日時　８月７日㈫　15:00 ～16:00
内容　①正しい靴の選び方（保護者向け講義）　②ランニングフォームづくり（実技）
対象　小学３～６年生ぐらいまでの方　　費用　無料　
定員　先着15人　※定員になりしだい締切り　※申込みが２人以下の場合は中止。
申込　８月６日㈪までに、はびきのヴィゴラスに直接お申込みいただくか、
　　　電話・ファクスでお申込みください。

日時・場所 標題 主催者・連絡先

９月８日㈯14:00～ 16:00
野々上公民館

 「グループホームケアとは
   ～グループホームの日常生活での取り組み～」

グループホームすみれ　
☎937-8290

９月15日㈯14:00～ 15:30
陵南の森公民館

」）方りわ関と状症（？？症知認てっれこ「 
グループホームこころあい

☎931-0075

９月19日㈬14:00～ 15:00
高年生きがいサロン３号館

「認知症の基本理解講座と相談会」

グループホームみやび
☎950-0382

グループホームみやびのもり
☎950-0383

９月25日㈫13:30～ 15:00
ぶどうの家２番館

「認知症と予防 (仮 )」

グループホームぶどうの家
☎950-0157

グループホームぶどうの家２番館
☎950-0177

10月６日㈯14:00～
丹治はやプラザ

「   認知症介護にかかわるために
                      知っておきたい大切なこと」

グループホームたんぴ野
☎952-1332

10月（日時未定）
東島泉集会場

「  認知症の基礎知識（原因疾患別）・介護相談」
グループホーム華はびきの

☎955-8800

11月 18日㈰10:30～ 12:00
西松庵たかわしデイサービス

 「脳血管障害の早期発見と予防について」
グループホーム西松庵
☎953-1511

11月 22日㈭14:00～ 15:00
高年生きがいサロン６号館

「認知症の基本理解講座と相談会」

グループホームみやび
☎950-0382

グループホームみやびのもり
☎950-0383

２月20日㈬13:30～ 15:00
ぶどうの家２番館

「セラピーの効果 (仮 )」
グループホームぶどうの家

☎950-0157

３月15日㈮13:30～ 15:00
羽曳が丘コミュニティセンター

「認知症薬剤治療についての講演」

グループホームみやび
☎950-0382

グループホームみやびのもり
☎950-0383

３月（日時未定）
東島泉集会場

　 「高齢者疑似体験・介護技術
                 ( 杖歩行・オムツ交換など )」

グループホーム 華はびきの
☎955-8800

平成24年度中の認知症知っとこ～座（講座）の開催予定です。
　日程・標題など、変更になる場合がございますので、ご注意ください。詳細は各主
催者へ直接お問い合わせください。

松原徳洲会病院医療講座
［そけいヘルニアでお悩みの方へ］
 ７月２日㈪14:30　市民会館 2階
 院長　佐野　憲
［ほんとは怖い動脈硬化］
 ７月３日㈫14:30  はびきのコロセアム2階会議室
 血管内治療科部長　阪口　昇二
［膝の痛みはとれるのか］
 ７月５日㈭14:30  はびきのコロセアム2階会議室
 整形外科部長　北西　正光
［最新型ＭＲＩで解る病気の話］
 ７月10日㈫14:30  市民会館２階
 放射線技師　副主任　高橋  圭介
［乳がんと予防と治療］
 ７月13日㈮14:30   LICはびきの 中会議室
 院長　佐野　憲
［わずらわしい耳鳴りのお話］
 ７月18日㈬14:30  市民会館２階 
 耳鼻咽喉科部長　中林　淑郎
［危険ないびきしていませんか？］
 ７月20日㈮14:30  LICはびきの 中会議室 
 耳鼻咽喉科部長　中林　淑郎
 問合せ　松原徳洲会病院　
 　☎072-334-3400

７月の介護教室と介護相談会
　在宅介護支援センター、および認知症
高齢者グループホームの主催で、教室、相
談会を開いています。介護の必要な家族
がおられる方はもちろん、介護や認知症に
ついて興味のある方、知りたい方などふる
ってご参加ください。お申込みは、各主催
者へ直接ご連絡ください。
○家族介護者教室（在宅介護支援センター主催）

○認知症知っとこ～座（グループホーム主催）

主催者 在宅介護支援センターまほろば
日　時 ７月21日㈯　13:30～ 15:30

開催場所 介護老人保健施設　まほろば
（誉田３-15-６）

標　題 心身ともにリフレッシュ
～アロマオイルを使い入浴剤を作りましょう～

申込・問合せ ☎956-2287

主催者 グループホームくすのき苑

日　時 ７月21日㈯　10:00～ 12:00

開催場所 市民会館（誉田１-４-４）

標　題 認知症と向き合って一緒に生活を共にする

申込・問合せ ☎957-6501

定期救命講習のお知らせ
　ＡＥＤ（自動体外式除細動器）の使用
方法を含めた応急手当など。
普通救命講習Ⅰ

各講座時間　13:30 ～16:30
※受講後に修了証を発行いたします。 
　（人数に制限がありますので、必ず　
お問い合わせください。）
問合せ　柏羽藤消防組合消防課救急係
　☎ 958-9937

日　時 会　場
７月14日㈯ 柏原市立国分図書館

お願い・・・本市に電話をおかけの際はよく番号をお確かめください。
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講　座

★手作りオモチャ★ブンブンゴマ・ロケットとばし・わりばしてっぽう
日時　７月 23 日㈪ 14:00 ～15:30　　対象　市内在住の小学生
会場　陵南の森公民館  ２階  実習室 ※受講する小学生のみの入室
定員　30人　　費用　無料　　持物　工作ばさみ
講師　シルバーアドバイザーはびきの

★親子deわくわくクッキング★
日時　８月２日㈭　10:00 ～12:00
会場　陵南の森公民館  ２階料理実習室  ※受講者のみの入室
対象　市内在住の小学生と親　　定員　36人（おおむね15組の親子）
費用　１組 1000 円（親１人子ども１人）※追加は１人 500 円
持物　エプロン・三角巾・筆記用具・手拭（タオル）・上用ふきん２枚
講師　料理研究家　足立敦子先生

★親子deわくわく陶芸　午後★
日時　７月 24 日㈫　13:30 ～15:30
会場　陵南の森公民館  ２階 実習室  ※受講者のみの入室
対象　市内在住の小学生と親（小学生のみの参加も可）
定員　48 人（おおむね 24 組の親子）
費用　１組 1000 円（親１人子ども１人）※追加は１人 500 円
講師　陶芸愛好家　横田昭二郎先生

★親子deわくわく陶芸　午前★
日時　７月 24 日㈫　10:00 ～12:00
会場　陵南の森公民館  ２階実習室  ※受講者のみの入室
対象　市内在住の小学生と親（小学生のみの参加も可）
定員　48 人（おおむね 24 組の親子）
費用　１組 1000 円（親１人子ども１人）※追加は１人 500 円
講師　陶芸愛好家　横田昭二郎先生

電話のみの受付けになります。※先着順、複数申込可受付け時に【住所・氏名・電話番号・年齢】が必要

夏休みこども企画　陵南の森公民館 ☎ 952-2751

★スクラップブッキング　午前★
日時　７月 25 日㈬　10:00 ～12:00
会場　陵南の森公民館  ２階実習室  ※受講する小学生のみの入室
対象　市内在住の小学生　　定員　18 人　　費用　１人 500 円
持物　工作ばさみ・記念写真 など　　講師　瀬島美恵子先生

★スクラップブッキング　午後★
日時　７月 25 日㈬　13:30 ～15:30
会場　陵南の森公民館  ２階実習室  ※受講する小学生のみの入室
対象　市内在住の小学生　　定員　18 人　　費用　１人 500 円
持物　工作ばさみ・記念写真 など　　講師　瀬島美恵子先生

★レザークラフト★　～革のキーホルダーを作ろう～
日時　７月 27 日㈮ 14:00 ～16:00
会場　陵南の森公民館  ２階 実習室　※受講する小学生のみの入室
対象　市内在住の小学生　　定員　30人　　費用　１人 500 円　
持物　手ふきタオル　　講師　素材探検隊

★からくり貯金箱づくり★
日時　７月 26 日㈭　13:30 ～15:30
会場　陵南の森公民館 ２階 研修室　　対象　市内在住の小学生　
定員　80人　　費用　無料　　講師　高谷芳明先生

【電話受付日】７月９日㈪ 16:00 ～ 18:30
　　　　　　　 ※定員に満たない場合は下記の期間で受付けします。
                       10 日㈫～ 18 日㈬ 10:00 ～ 17:00【土日祝を除く】

【電話受付日】７月 11 日㈬ 16:00 ～ 18:30
　　　　　　　 ※定員に満たない場合は下記の期間で受付けします。
                       12 日㈭～ 18 日㈬ 10:00 ～ 17:00【土日祝を除く】

[ 市民会館 ]
　日時　７月10日㈫　10:00～ 11:30
[ 石川プラザ ]
　日時　７月17日㈫　13:00～ 14:30
[ 丹治はや ]
　日時　７月24日㈫　14:00～ 15:30
講師　喜多　光三氏
費用　500円　初回の方は、900円（歌集込み）

募生教 受室 講 集（財）羽曳野市施設管理公社 http://www.geocities.jp/hakanrikousha/

市民会館  ☎ 958-2311 丹治はやプラザ  ☎ 937-2355MOMOプラザ  ☎ 957-5553

石川プラザ  ☎ 950-2002

○�各講座とも申込み開始時間の時点で定員を超えた場合は抽選となります。○�定員に満たない場合は先着順で、定員になりしだい締切りとさせていただきます。
○�申込みは本人が直接講座開催館にて、申込み願います。　　　　��○受講料は講座を欠席されても返金できません。教室募集

歌声くらぶ  

夏休みチャレンジ・ダンス教室
日時　７/25、８/1・8・15・22・29 ㈬
　全６回　14:00 ～15:30
場所　石川プラザ　集会室①②
費用　3,000 円（印鑑持参）
申込　７月８日㈰　15:00　
対象　幼児・小学生　　定員　30人
　※保護者の方が直接お申込みください。

料理教室①②
日時　①第２・４土曜日　②第２・４金曜日
　　　10:00 ～12:00
講師　①網本 かほる氏　②末吉 明美氏
定員　若干名（男性も可）
費用　２カ月 6,000 円
申込　市民会館で随時受付

市民会館の休館日変更のお知らせ
　市民会館の休館日が下記のとおり変更に
なります。あらかじめご了承ください。

【休館日】
　12 月 29 日～翌月１月３日まで
　※７月から、１月分のホール予約が可能にな
　    りますが、上記休館日にご注意ください。

パソコンマスター教室
　パソコンを始めてみたい方や不安をお持
ちの方でも自分のペースでわかりやすく楽
しく学んで頂けます。
開催日時　毎週　月・木・土
　① 10:00 ～11:15　② 11:30 ～12:45
　③ 14:00 ～15:15（木曜のみ）
　④ 19:30 ～ 20:45（木曜のみ）
講師　NPO 法人きんきうぇぶ
コース　ワード、エクセル ほか
費用　５回 6,000 円　チケット制

大型ポスター印刷受付中
　店舗内のポスター・入り口看板ポスターなど

○長さ１ｍ以上、巾 30 ㎝または 60 ㎝。

○説明できる雛形や印刷データが入ったメモリー。

○スティックなどをお持ちください。

○サイズ・書式・枚数等を確認します。

○使用用紙は普通紙使用・カラー印刷可

○利用料金１ｍあたり200円（巾関係なく）

カラオケ教室
日程　７/13・27、８/10・24、９/7・21
講師　大田　ひろみ 氏
費用　3,000 円（６回）　
申込　継続者優先のため若干名募集

丹治はや七夕こどもまつり
日時　７月７日㈯
　　　縁日16:00 ～、七夕まつり18:30 ～
内容　ヨーヨー釣り・金魚すくい・
　　　輪投げ（お菓子付き）・大型紙芝居など
費用　縁日 小学生以下対象…400 円
　　　七夕まつり…無料
申込　当日自由参加
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大阪府立近つ飛鳥博物館　平成24年度夏季企画展
「古代の装身具（アクセサリー）～出土品からみる男性と女性～」
　アクセサリーなどの出土品から男性・女性はどのようにみえるのでしょうか。
　近年では、発掘調査で見つかる装身具や武具などのあり方から性別を考える研究
が進んできています。
　このたびの展覧会では、男性・女性について装身具や埴輪などの出土品からさぐ
ることをテーマに、夏休み期間、歴史を学ぶ親しみやすい展示を行います。
日時　７月 21日㈯～９月２日㈰　10:00 ～17:00（展示室への入場は 16:30まで）
会場　大阪府立近つ飛鳥博物館　特別展示室
休館　毎週月曜日（ただし、８月13 日㈪は開館します）
費用　入館料　一般 400 円（320 円）　65 歳以上・高大生 300 円（240 円）
　　　中学生以下・障がい者手帳をお持ちの方（介助者を含む）無料
　　　（　）内は 20人以上の団体料金
  [ 児童向け・一般向けイベント ]
　「こども勾玉つくり工房」「館長講演会」など多くの体験講座・講演もございます。
　詳細はお問い合わせください。
後援　堺市、富田林市、富田林市教育委員会、羽曳野市、羽曳野市教育委員会、
　　　藤井寺市、藤井寺市教育委員会、太子町、太子町教育委員会、河南町、
　　　河南町教育委員会、近畿日本鉄道株式会社
問合せ　大阪府立近つ飛鳥博物館　☎ 0721-93-8321

夏休みこども博物館　「古市古墳群をまるごとあそぼ！」募集
日時　８月５日㈰～８日㈬  10:00 ～15:00　
場所　峰塚公園管理棟（時とみどりの交流館）
対象　羽曳野市・藤井寺市の小・中学生および高校生
内容　○大阪府立弥生博物館 出前授業「石にナイフを使う」「サヌカイトで風鈴を作る」ほか
　　　○古墳探検や古市古墳群と世界遺産の講座
　　　○峯ヶ塚古墳の出土品の展示
　　　※日により、実施内容が異なりますので、参加される際は、一度ご確認ください。
後援　羽曳野市教育委員会、藤井寺市教育委員会、はびきのプレーパーク
　　　古市古墳群世界文化遺産登録推進連絡会議
申込　電話およびはがき（必要事項：住所、氏名、連絡先）　　費用　無料
問合せ　〒 583-0872　羽曳野市はびきの１-391-25
   　　　NPO 法人　フィールドミュージアムトーク史遊会　代表　細見　克
     　　携帯 080-5328-1137

羽曳野市民ウィンドオーケストラ
♪たそがれコンサートのお知らせ♪
日時　７月 29 日㈰　18:00 開演
　※当日17:30から開演前演奏もあります。
場所　ＬＩＣはびきの　交流広場

プログラム　水木一郎コレクション

　ディズニーメドレーほか多数
問合せ　羽曳野市民ウィンドオーケストラ
　携帯 080-2447-2968
　habikinowind@docomo.ne.jp

水辺の観察会
～母なる川「石川」に生息する魚や
　水生生物の観察会を開催します～
日時　７月 28 日㈯　９:30 ～12:00
会場　石川河川敷公園「あすか花回廊」
定�員　100人（小学生以下は必ず保護

者同伴で。引率者のいるグループで
も参加可。）

費用　無料　
講師　（社）淡水生物研究所理事　　
　　　　谷　幸三  氏
申�込・問合せ　７月 20 日㈮までに、

代表者と参加者全員の住所、氏名、
連絡先を電話かＦＡＸで下記まで

　環境衛生課　☎ 958-1111  
　内線 2811・2820・2830
　ＦＡＸ 958-8827

「グリムがいっぱいおはなし会」
　グリム童話誕生 200 年を記念して、
グリム童話を中心にしたおはなし会。
日時　８月４日㈯　※各回 30 分程度
　① 11:00  ② 13:00　③ 14:00　　
　④ 15:00  ⑤ 16:00
場所　LIC はびきの ２階 大会議室
定員　各回 70人
主催　羽曳野市子ども文庫連絡会
問合せ　中央図書館　☎ 950-5501

大阪菊花会菊花講習会（無料）
　大阪菊花会主催の菊づくり講習会は
どなたでも参加できます。
会場　陵南の森総合センター
時間　13:00 ～

問合せ　大阪菊花会・花川　
　携帯 090-3275-6360
　みどり公園課　☎ 947-3707（直通）

講習日 内　容

 第４回
７月８日㈰

大菊真夏の管理・柳芽の処置・
肥料追い込み・蕾の選定ほか

７月 29 日㈰   福助苗販売（陵南の森   藤棚の下）

高年者敬老入浴
　65 歳以上の市民を対象に毎月１回、
市内の公衆浴場において敬老入浴を行
います。入浴時に対象年齢以上である
ことを申し出てから入浴してください。
日時　７月15 日㈰、８月15 日㈬
利用料金　100 円
利用できる施設　新高鷲温泉
　古市温泉（７月のみ14 日㈯）、
　紅梅湯、羽曳野温泉
問合せ　福祉支援課  
　☎ 947-3824（直通）

親子ふれ愛（ふろ愛）

　保護者同伴の子ども（小学生以
下）の市内銭湯無料入浴デー。
ふれあいを大切に…。
　近所のおじさん、おばさんと同
伴でもいいよ。
※ただし、日曜日が休業の場合は前日
　の土曜日です。

   

7月1・8・15・22・29日㈰

お願い・・・本市に電話をおかけの際はよく番号をお確かめください。
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合同求人説明会｢福祉の就職総合フェア2012 in OSAKA」
　福祉分野への就職を希望する一般の方、平成 24 年度卒業予定者などを対象に、
合同求人説明会を開催します。
日時　７月14日㈯　12:00 ～17:00　入退場自由。
会場　インテックス大阪 ２号館
その他　各種相談コーナー、ブース参加無料。履歴書・予約不要。
　※午前中に開催されます就職活動に役立つセミナーは事前予約が必要。定員250人
問合せ　大阪府福祉人材センター　☎ 06-6762-9006　℻ 06-6761-5413
　　　　http://www.osakafusyakyo.or.jp/fcenter/

こどもステーションの若者支援
 ～Work Trial！～（無料）
　事務作業、ランチ・お菓子・パン作り、
一時保育などの補助やこどもステーショ
ンの行事に参加することで、異年齢・異
世代の中でコミュニケーションをとる練
習ができます。
　また、毎月第２金曜日14:00 ～16:00
に就労相談も行っています。
日時　毎週月曜～土曜日 10:00 ～16:00
問合せ　ＮＰＯ法人南河内こども
　ステーション　☎ 957-1114

陸上自衛隊信太山駐屯地納涼大会
日時　８月10日㈮　18:00 ～
　（17:00 ～21:00 一般開放）
場所　陸上自衛隊信太山駐屯地
内容　盆踊り、太鼓・音楽演奏、模擬売店など
費用　無料。どなたでも入場可能。
そ の他　
　○ 雨天または、自衛隊の都合により、

行事を中止する場合があります。
　○車でのご来隊はご遠慮ください。　
　　公共機関をご利用ください。
問合せ　陸上自衛隊信太山駐屯地広報室
　☎ 0725-41-0090　内線 204

「ヒメボタルと石川の自然」展　
日程　７月２日㈪～10日㈫　　場所　市役所１階  コミュニティスクエア
内容　「ヒメボタル」と「石川の自然」を紹介します。
主催　市民活動はびきのネットワーク
問合せ　市民協働ふれあい課　☎ 958-1111　内線1081

平成24年度  花の文化園　夏休み子ども写生大会
日時　７月22日㈰、８月５日㈰　雨天決行　※８月５日は駐車場無料。
　　　開始時間は開園と同時です。画用紙の無料配布・巡回絵画指導あり。
　　　※８月31日まで入園ゲートで画用紙の配布、画板の貸出を行っております。

幼児・小中学生花の絵画展開催！
　ご応募頂いた作品の中から、入選作品を展示します。
募集　７月20日㈮～９月９日㈰　　対象　幼児・小学生・中学生
作品　花の文化園内で描いた花や花のある風景で花の文化園が配布する画
　　　用紙に描いた作品に限る。
申込　作品の裏に学校（園）名・学年（年齢）・氏名・住所・電話番号・題名を
　　　記入の上、大阪府立花の文化園まで持込みまたは送付。
[ 絵画展開催日 ] 
　　　平成 25年１月５日㈯～２月３日㈰　イベントホールにて
後援　大阪府教育委員会　㈶大阪 21世紀協会　㈶国際花と緑の博覧会記念協会
　　　大阪府農業会議　河内長野市　大阪府花き園芸連合会
協賛　㈱サクラクレパス
その他　数多くの夏休み子ども講座の受講ができます。
　　　　詳しくは、大阪府立花の文化園までお問い合わせください。
問合せ　〒586-0036  河内長野市高向2292-1  
　　　　 大阪府立花の文化園・管理課　☎ 0721-63-8739

クリーンピア21

【キッズダンスクラス】
対象　小学１年生～
日時　木曜日　16:30 ～17:45
　　　※無料体験実施中（要予約）

問合せ　クリーンピア21
　☎ 975-2588

【スイミングクラス募集】
  全14クラス（週１回コース㈪～㈯）
Sクラス　（５歳～小学校まで）15:15～16:30
Aクラス　（小学１～６年生）16:30 ～17:45
Bクラス　（小学１～６年生）17:45～19:00
　※欠席振替受講可
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はびきのコロセアム
７月の主な行事予定

日 程 会 場 内 容

１日㈰

メイン
アリーナ

大阪府総合体育大会南河内地区大会
卓球の部

サブ
アリーナ 錬心館泉北地区空手道選手権大会

４日㈬ サブ
アリーナ 卓球連盟　ウーマンリー大会

８日㈰

メイン
アリーナ

大阪府空手道選手権大会
（新極真会　内藤道場）

サブ
アリーナ

卓球連盟　レイティング大会
（硬式）

13日㈮ サブ
アリーナ

西日本学生個人ウエイトリフテ
ィング選手権大会

14日㈯ サブ
アリーナ

西日本学生個人ウエイトリフテ
ィング選手権大会

15日㈰

メイン
アリーナ

バレーボール連盟　
連盟杯コート別大会

サブ
アリーナ

西日本学生個人ウエイトリフテ
ィング選手権大会

16日㈷ サブ
アリーナ

卓球連盟　レイティング大会
（ラージボール）

21日㈯ サブ
アリーナ

羽曳野市中学校総合体育大会　
卓球の部

22日㈰ メイン
アリーナ

卓球連盟　
サウス大阪ダブルス大会

24日㈫ サブアリー
ナ

羽曳野市中学校総合体育大会　
剣道の部

25日㈬ メイン
アリーナ

大阪中学校バスケットボール
選手権大会

29日㈰

メイン
アリーナ

卓球連盟　
関西ラージシングルス大会

サブ
アリーナ 空手大会（空研塾）

30日㈪ メイン
アリーナ

羽曳野市中学校総合体育大会　
バスケットボールの部

31日㈫

メイン
アリーナ

羽曳野市中学校総合体育大会開会式 
バレーボール・バスケットボールの部

サブ
アリーナ

羽曳野市中学校総合体育大会　
開会式 バレーボールの部

１日無料体験体操講習会
   主催　羽曳野市体操連盟
　みんなで楽しく、体操しませんか！
日時　①はびきのコロセアム
　　     ７月25日㈬ 15:10～16:10
　　　②西浦小学校体育館
　　     ７月28 日㈯ ９:30～11:00
持物　①②とも運動のしやすい服装、
　バスタオル、上靴持参
　※老若男女問わず、ご参加ください。
　（子どもづれ可）
問合せ　矢戸　☎ 953-3977

　
　

【図画工作教室】
　夏休みの自由研究を、みんなでワイワイ楽しみながら一緒に作りましょう。
時間　（交替制）○午前コース 10:00 ～　 ○午後コース 13:00 ～
会場　LICはびきの　アトリウム
コース　①絵画教室 … 色鉛筆やクレヨンを使って描いてみよう
　　　　②トールペイント教室 … ペットボトルと竹ひごで動くおもちゃを作
　　　　　ってみよう
　　　　③押し花教室 … 押し花をデザインした豆うちわと押し花シールを作
　　　　　ってみよう
　　　　④竹細工教室 … 一輪ざしやけん玉などの竹細工に挑戦してみよう
　　　　⑤伝統的な手づくりおもちゃ教室 … 万華鏡とふしぎなカードを作
　　　　　ってみよう
　　　　⑥スイーツデコレーション教室 … スイーツデコ（パフェストラップ）
　　　　　 を作ってみよう
定員　総数180人　午前・午後 各コース　15人（応募者多数の場合は抽選）
費用　各コースとも500円（材料費実費）
対象　小学生（低学年は保護者同伴）
申込　 往復はがきに住所・氏名・年齢・電話番号・希望コースと時間・返信面

宛名をお書きの上、〒583-0854　軽里１-１-１　LICはびきの　夏
休み図画工作教室係りまでお申込みください。１枚の往復はがきで複数
名の応募はできません。

締切　７月28日㈯必着

８月５日㈰   みんな集まれ 
　  夏休み図画工作教室＆チャリティーコンサート

【チャリティーコンサート】講師のみなさんによる素晴らしい演奏をお楽しみください。
時間　14:00 ～　　会場　LICはびきの　ホールＭ

【同時開催！お話し会】おはなしボランティアはびきののみなさんによる楽しいお話。
時間　13:30 ～　　会場　LICはびきの　音楽実習室

主催　LICはびきのテナント会、株式会社みのりの里
協力　南大阪みささぎライオンズクラブ、羽曳野市立中央図書館、
　　　おはなしボランティアはびきの
協賛　羽曳野ライオンズクラブ、羽曳野ロータリークラブ、羽曳野市商工会
後援　羽曳野市教育委員会
問合せ　LICはびきの　高島・松川　☎ 950-5500

お願い・・・本市に電話をおかけの際はよく番号をお確かめください。



31−はびきの　2012.7.1−

市役所　☎ 958-1111
http://www.city.habikino.lg.jp

スポーツ

　第 34 回羽曳野市民総合体育大会（羽曳野市、市教育委員会、市体育協会共催）を、９月２日より開催します。
　大会は、スポーツの振興とアマチュアスポーツ精神の高揚、すべての年代の人々の健康と親睦を図ろうとするものです。
　参加希望者は、各種目別の申込締切日までに下記へ申込んでください。参加資格は、市内在住、在勤、在学の人、ま
たは各種目の主管団体が認める者（チーム）です。

　　　   【申　込】　市役所別館３階スポーツ振興課       ☎ 958-1111 （ＦＡＸ）956-7196
　　　　　　　　　はびきのコロセアム　　　　　　　　☎ 937-3123
　　　　　　　　　市民体育館　　　　　　　　　　　 ☎ 958-2340
　　　※ウェブサイトより要項・申込書が手に入ります。　http://www.city.habikino.lg.jp/

種　目 部　　門 対　　象 　開 催 日　 申込締切日 会　　場

 バレーボール

（６人制）

中学生の部 （男子・女子） 中学１・２年生 10 月 28 日 10 月９日 市内中学校

高校生・一般の部 （男子・女子） 高校生以上 ２月 10 日 １月 28 日 市民体育館

家庭婦人の部 家庭婦人 ９月２日 ８月６日 はびきのコロセアム

  テニス　

（ダブルス）

一般男子１部
高校生以上 ９月９日

８月 20 日 駒ヶ谷テニスコート
一般女子１部

一般男子２部 60 歳以上
９月 16 日

一般女子２部 60 歳以上

ソフトテニス
（ダブルス）

中学生 （男子・女子） 中学生 ３月 16 日 ３月１日 はびきのコロセアム・市内中学校

一般男子 1 部 高校生以上

10 月 14 日 ９月 28 日 市民体育館テニスコート
一般男子 2 部 50 歳以上

一般女子 1 部 高校生以上
一般女子 2 部 50 歳以上

卓　球

中学生の部 [ 個人 ] （男子・女子）
中学生 ９月 22 日 ９月３日

はびきのコロセアム
中学生の部 [ 団体（1 復４単）] （男子・女子）

高校生・一般の部 [ 個人 ] （男子・女子）
高校生以上 10 月 28 日 10 月 11 日

高校生・一般の部 [ 団体（1 復 2 単）] （男子・女子）

バスケットボール
中学生の部 （男子・女子） 中学生 ９月 15・16・17 日 ８月 23 日

はびきのコロセアム
高校生・一般の部 （男子・女子） 高校生以上 ３月 10 日・17 日 ２月 15 日

柔　道
（個　人）

小学生の部（学年別） 小学生

11 月３日 10 月 17 日 はびきのコロセアム

中学生の部（学年別） 中学生男子

中学生女子の部 中学生女子

高校生・一般有段者の部
高校生・一般男子

高校生・一般段外者の部

高校生・一般女子の部 高校生・一般女子

剣　道
（個　人）

小学生の部
１・２年生の部
３・４年生の部
５・６年生の部 11 月 11 日 ９月 28 日 市民体育館

中学生の部 （男子・女子） 中学生

高校生・一般の部 （男子・女子） 高校生・一般

バドミントン
（ダブルス）

一般男子Ⅰ部 上級者

11 月 11 日 10 月 24 日 はびきのコロセアム

一般男子Ⅱ部 中・初級者

一般女子Ⅰ部 上級者

一般女子Ⅱ部 中級者

一般女子Ⅲ部 初級者

参加部門および参加資格などは種目要項に詳細を記載

サッカー

中学生の部（男子） 中学生 １月 13 日～ 12 月 28 日 市内中学校

高校生・一般の部 （男子） 高校生以上
10 月 14 日
11 月 25 日

９月 21 日 グレープヒルスポーツ公園他

ソフトボール

小学生の部 小学生男女
10 月 14 日・28 日

11 月 4 日
９月 26 日

石川第 1 グラウンド
一般男子の部 高校・大学生を除く一般男子

９月９・16・23・30 日 ８月 15 日
一般女子の部 高校生を除く一般女子

スポーツの祭典！！第34回市民総合体育大会
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相　談 開　催　日 時　間 会　場 予　約 ・ そ　の　他

法律相談

３日・10 日・
17 日・24 日・

31 日㈫ 13:30 〜 16:30
市役所  １階 市民相談室 随時予約を受付けています。

専用電話（☎ 957-4000） 
1 日あたり定員８人。相談時間は 20 分。

５日・19 日㈭ 陵南の森総合センター

行政相談 11 日㈬ 13:00 〜 15:00
市役所  １階 市民相談室 国の仕事に関する要望・苦情・意見や相談について。

予約不要。直接お越しください。陵南の森総合センター

人権相談 20 日㈮ 14:00 〜 16:00 陵南の森総合センター 予約不要。直接お越しください。

女性相談
（第１・４水曜日）

４日・25 日㈬ 13:30 〜 16:30 市役所 １階 市民相談室（電話・面接） 夫や恋人からの暴力、女性の体や性に関する悩みなど。
予約は随時受付けます。（☎ 958-1111　内線 1055）

消費生活相談
毎週㈪㈬㈭㈮
［㈷は除く］

10:00 〜 16:00
※㈬㈭は 15:00 まで

市役所  ２階 消費生活相談室 まずは電話でご相談ください。（☎ 947-3715）

障害者生活相談

毎日

［㈯㈰㈷年末年始

は除く］

９:00 〜 17:30 支援センターはる 身体または知的障がい者の方のご相談、障がい者の就業に関する
ご相談。（☎ 957-1607　 ＦＡＸ 957-1604）

８:45 〜 17:00 地域支援センターばんびーの 18 歳未満の障がい児の方のご相談。（☎ 950-1530　ＦＡＸ 950-1531）

９:00 〜 17:30 支援センターフレンドハウス 精神障がい者の方のご相談。（☎ 953-0519　ＦＡＸ 953-0567）

９:00 〜 16:00 相談支援センターホープ 精神障がい者の方のご相談。（☎ 957-2175　ＦＡＸ 957-2176）

障害者雇用相談 19 日㈭ 13:00 〜 17:00 市役所別館  １階 相談室 福祉支援課に予約。( ☎ 958-1111　内線 1150　ＦＡＸ 957-1238）

育児相談
毎日

［㈯㈰㈷は除く］
９:00 〜 17:00 保健センター まずは電話でご相談ください。（☎ 956-1000）

教育相談 ６日・20 日㈮ 10:00 〜 16:00 青少年児童センター 電話でも相談可能。（☎ 952-0032）

教育相談
毎日

［㈯㈰㈷は除く］
10:00 〜 16:00 教育研究所（LIC はびきの内） まずは電話でご相談ください。（☎ 958-7867）

家庭児童相談
毎日

［㈯㈰㈷は除く］
９:00 〜 17:00 市役所別館  子育て支援課 子育て支援課に予約してください。（☎ 947-3837  直通）

ひとり親家庭相談 毎週火・金曜日 ９:00 〜 17:00 市役所別館  子育て支援課 子育て支援課に予約してください。（☎ 947-3836  直通）

育児・子育て・
児童相談

毎日
［㈯㈰㈷は除く］

９:00 〜 17:00
子育て支援センター
ふるいち ・ むかいの

予約不要。直接お越しください。
電話相談はふるいちのみです。 （☎ 958-3308）

総合相談
毎日

［㈯㈰㈷は除く］
９:00 〜 17:00 人権文化センター

人権・進路・就労・生活に係る相談。予約不要。電話または直接
お越しください。（地域人権協議会　☎ 937-0860）

若者自立の
ための無料相談

毎月第３金曜日 14:00 〜 17:00 市民会館  ３階 第６会議室
まずお電話でご相談ください。

（学校法人神須学園　☎ 0744-44-2055)

心配ごと相談

東部地域
５日・19 日㈭

13:00 〜 16:00 市役所別館  ２階 ボランティアセンター
予約不要。直接お越しください。民生委員の皆さんが、あらゆる
ご相談に応じます。（社会福祉協議会　☎ 958-2315）西部地域

12 日・26 日㈭
13:00 〜 16:00 　社会福祉協議会西部事務所

ボランティア相談
毎日

［㈯㈰㈷は除く］
９:00 〜 17:30 市役所別館  1 階 ⑦番窓口 

（社会福祉協議会事務所） 予約不要。直接お越しください。電話でも相談可能。 （☎ 958-2315）

総合福祉相談
毎日

［㈯㈰㈷は除く］
９:00 〜 17:30

市役所別館  1 階 ⑦番窓口 
（社会福祉協議会事務所）

予約不要。直接お越しください。電話でも相談可能。 （☎ 958-2315）

介護相談
毎日

［㈯㈰㈷は除く］
９:00 〜 17:30 市役所別館  1 階 ⑦番窓口 

（社会福祉協議会事務所） 予約不要。直接お越しください。電話でも相談可能。 （☎ 958-2315）

学習相談
毎日

［㈷は除く］
９:00 〜 17:00 LIC はびきの  １階 市民大学 （☎ 950-5503･ ＦＡＸ 950-5650) 市民大学ウェブサイトでも受付。

農業相談 17 日㈫ 13:00 〜 16:00 市役所  ２階 農業委員会事務局 前日までに予約。先着３人。（☎ 958-1111　農業委員会事務局まで）

地域就労相談
毎日

［㈯㈰㈷は除く］
９:00 〜 17:00 地域就労支援センター

（人権文化センター内）

( ☎ 937-0860) または直接お越しください。
※古市駅東広場の観光案内所に設置しています端末で、ハローワーク
   インターネットサービスがご覧になれますのでご利用ください。
　（羽曳野市地域就労支援センターでは就職斡旋を行っておりません。）   

相　談 開　催　日 時　間 予　約  ・  そ　の　他

青少年相談コーナー
（16～おおむね25歳）

毎日
［㈯㈰㈷は除く］

９:00 〜 17:45 大阪府富田林子ども家庭センターでは、中学卒業後の青少年が抱える悩み（対人問題、ひきこもりなど）を
専門の担当者がお受けします。（☎ 0721-25-1172）

青少年本人専用相談
毎日

［㈯㈰㈷は除く］
16:00 〜 22:00 青少年本人からの相談を専門の担当者が☎（06-6946-0003）と E メール（ssl@yso.or.jp）でお受けします。

７月の相談の日程  お気軽にご相談ください（すべて無料です）
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市役所　☎ 958-1111
http://www.city.habikino.lg.jp

市民のページ
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市民の皆さんの趣味の欄です
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　俳句・川柳などジャンルは問いません。なお、初めての方やしばらく掲載していない方を優先
していますので、ご了承ください。また、投稿の際は、ふりがな、住所、電話番号も添えてください。  
※俳句・川柳などにもふりがなをお願いします。
                                    　（あて先）〒583-8585　羽曳野市役所　秘書課広報担当

小児鍼体験会
日時　７月20日㈮　13:30 ～15:00
会場　保健センター２階 予防接種ホール
申込　当日会場にて
問合せ　はびきの鍼灸マッサージ師協会
　☎ 958-5764

夏休み体験講座・親子で陶芸
日時　７月21日㈯　９:30 ～11:30
会場　ＬＩＣはびきの ２階美術工作創作室
定員　小学生と保護者 10 組
費用　1,500円　 申込　７月５日㈭～
問合せ　陶冶会　☎ 956-1413

子育てひろば
　乳幼児をお持ちのお母さん。お茶
を飲みながら楽しく過ごしましょう。
日時　７月17日　毎月第３火曜日
　10:00 ～11:45
場所　LICはびきの　２階和室
費用　100円（お茶・おやつ代）
申込　予約不要
問合せ　エスコープ大阪  南河内地
　域委員会　☎ 0721-98-1697

「緑のカーテン」園児と中学生で植え付け
　晴天に恵まれた５月23日㈬、28日㈪の２日間分けて、同敷地内
にある埴生幼稚園の園児たち34人と羽曳野中学校の１年生65人
が交流の一環として「緑のカーテン」の植え付け作業を行いました。
使用した苗は、「ひょうたん」「へちま」「ゴーヤ」の３種類。
　園児たちは、中学生のおにいさん、おねえさんと手をつないで選ん
だ苗を丁寧に植え、「元気にそだて！」と水を捲いていました。
　中学生たちも園児たちの目線でやさしく声をかけながら、苗の植
え付けを教えてあげていました。
　６月下旬には一面に「緑のカーテン」が茂り、一生懸命育てた植物
たちが到来する夏の強い日差しを和らげてくれるでしょう。

くびれダイエット・トレーニング
（短期間集中）スクール開催
日時　８月５・19・26日㈰
　(A)９:00～10:00 (B)10:00 ～11:00
　 (C)11:00 ～12:00   ※全３回必須
場所　LICはびきの　セミナー室Ｂ
対象　女性（小学生以上）
定員　各５人（先着順）
費用　１回1,000円（マニュアル、ダイ
　エットスケールなど）
持 物　動きやすい服装、縄跳び、メジャー
（約１m）、飲料水、タオル、筆記用具
受付・問合せ　K1トレーニングセンター事務局
　「K1トレーニングセミナー」で検索
　携帯 080-3819-4701
 （平日19:00 ～22:00、㈯㈰㈷９:00 ～17:00）
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　秋になり、窓を開ければ聞こえる虫の声。ふと耳を澄ま

せば、太鼓や祭囃子の賑やかな音…。年間多くの祭りが開

催され、ひときわ賑わいを見せるのが「だんじり祭り」です。

　だんじり（地車）を保有している地域は数多く、市内全

域で十七台にもおよびます。今回のだんじり特集は、市域

の西側に位置する東大塚、そこから阪和自動車道、南阪奈

道路に沿って位置する野、樫山、羽曳が丘、尺度、西浦の

６地域にスポットをあててみました。各地域ごとに特色あ

る祭りが開かれています。

尺度町会　　☆宮入神社：美具来留御魂神社
開催日：10 月 20 日～ 10 月 21 日
　南河内伝統の俄

にわか

だんじりであり、五
ごこくほうじょう

穀豊穣を願い口
こうじょう

上と河
内俄を奉納する祭礼です。地車は石川型と呼ばれる形で南
河内特有の「差し上げ」
や「横しゃくり」とい
った暴れ方をするだん
じりです。また、曳

えいこう

行
に携わる全ての人が同
じ鉢

はちまき

巻、半
は っ ぴ

被で統一さ
れた日本の祭りを感じ
ていただけます。

西浦町会　　☆宮入神社：日吉神社
開催日：10 月 6 日～ 10 月 7 日
　歴史あるだんじりで、文久3年頃から
曳
えいこう

行していたと思われる記録が残ってい
ます。曳行時は南河内特有の曳

ひきうた

唄を唄い
ながら曳行し、宮入の際には幅員2.3ｍ
の石畳でできた急勾配の坂を一気に駆け

上がる姿は勇壮で
す。また、西浦地
区では、子供会が主体となる石川
型地車と青年団主体で曳く住吉大
佐型地車の2台を有しています。

羽曳が丘だんじり会 ☆宮入神社：羽曳が丘神社
開催日：10 月 20 日～ 10 月 21 日
　八年前に東大塚町会より譲り受
け、本年で8回目のだんじり祭り
になります。まだまだ羽曳が丘で

は、なじみの浅いこの祭
りですが、だんじり会・
青年団一丸となって盛り
上げていきます。

東大塚町会　　☆宮入神社：大津神社
開催日：10 月 6 日～ 10 月 7 日
　手作りだんじりから始め、6年
前に誉田馬場町よりだんじりを譲

り受けました。
大阪天満流のだ
んじり囃

は や し

子の調
子に合わせ、曳
行や龍踊りをして盛り上がっています。
火入れ曳

えいこう

行時には、町内外の子ども関
係なくお菓子を振舞っていますので、
近隣の方はぜひ見に来てください。

野町会　　☆宮入神社：日吉神社、丹比神社
開催日：10 月 6 日～ 10 月 7 日
　秩序ある曳

えいこう

行と、野町会の子供た
ち、役員、会員、青年団と誰でも参加
できる楽しい秋祭りにしています。ま
た、野町会秋祭りの一大イベントとし

て、お祭り最終日
に日吉神社奉納として花火を打上げま
す。公民館西池の水面に映る花火は一
見の価値ありです。地車は、町内の道
幅が狭く、また子供が主体となって曳
くため、小型で優雅なだんじりです。

樫山町会　　☆宮入神社：八王神神社
開催日：10 月 6 日～ 10 月 7 日
　昭和63年に住宅開発が進むな
か、新入居者との親睦を深めるた
めに地車を購入。だんじりの上か
ら餅をまいたり、婦人部による炊
き出し、女性陣による和太鼓、町

会でビンゴゲームなど、住民一丸
で祭りを盛り上げています。ま
た本宮最終日には地車を曳行し、
野町会と樫山町会との若者たち
によるエール交換を行います。



日　時：８月１日（水）１３:３０～２１:00（予定）
場　所：グレープヒルスポーツ公園内キャンプ場
対　象：市内在住の子どもと保護者２０組程度
　　　　＊応募者多数の場合は抽選となります。
受　付：７月９日㈪～７月２０日㈮
内　容：ぶどう狩り、バーベキュー大会、花火観賞
　　　　グループ活動、テント張り体験

日　時：８月１日（水）１３:３０～２１:00（予定）
場　所：グレープヒルスポーツ公園内キャンプ場
対　象：市内在住の子どもと保護者２０組程度
　　　　＊応募者多数の場合は抽選となります。
受　付：７月９日㈪～７月２０日㈮
内　容：ぶどう狩り、バーベキュー大会、花火観賞
　　　　グループ活動、テント張り体験

費　用：大人（高校生以上）1,000円 /１人
　　　　子ども（中学生以下）500円 /１人
申　込：申込様式を市ウェブサイトからダウンロードするか、
　　　　当課に備えてある申込書に必要事項を記入して、窓口
　　　　まで持参、郵送もしくはFAXにて申し込みください。

費　用：大人（高校生以上）1,000円 /１人
　　　　子ども（中学生以下）500円 /１人
申　込：申込様式を市ウェブサイトからダウンロードするか、
　　　　当課に備えてある申込書に必要事項を記入して、窓口
　　　　まで持参、郵送もしくはFAXにて申し込みください。

問合せ
羽曳野市教育委員会 社会教育課
住 所 : 羽曳野市誉田４丁目１番１号　
TEL:９５８-１１１１（内線4450）
FAX:９５６-７１９６

問合せ
羽曳野市教育委員会 社会教育課
住 所 : 羽曳野市誉田４丁目１番１号　
TEL:９５８-１１１１（内線4450）
FAX:９５６-７１９６

このデイキャンプは宿泊できます。お気軽にお問い合わせください。このデイキャンプは宿泊できます。お気軽にお問い合わせください。

個人利用
（１人につき）

専用利用（貸切）

小人
（４歳以上小学生以下）

大人（中学生以上）

500円

1,000円

12,000円

個人利用
（１人につき）

専用利用（貸切）

小人
（４歳以上小学生以下）

大人（中学生以上）

500円

1,000円

12,000円

＊3歳以下は無料。
＊ベットは15台有。（間仕切りは有りません）
＊枕と布団など１セット500円で貸出。
＊コインシャワー（3分 100円）
＊市外の方の利用は料金が２倍になります。

【宿泊室利用料金表】利用時間は17:00 ～翌 9:00まで
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