市民の皆様へ

心からお見舞い申し上げます

ニュース
トピックス

９月４日に本市を襲った台風 21 号は、本市に深刻な被害をもたらしました。また、停電や尾崎駅の
被災などもあり、暗く不安で、不自由な暮らしを余儀なくされた市民の皆様、損害を被られた事業者の
皆様に、心からお見舞い申し上げます。
また、市民の皆様の元の暮らしを取り戻すため、消防団や自治会をはじめ地域の支え合い、ボランティ
ア活動で多くの皆様にご支援をいただいております。コミュニティの力に感謝申し上げます。
市民の皆様が 1 日も早く、元気を取り戻し、安全安心な暮らしが送れるよう、職員一丸となって全力
で取り組んでまいります。
一緒に頑張ってまいりましょう。市民の皆様のご協力をお願いいたします。

阪南市災害対策本部長

秋祭り（やぐら曳行など）に伴い、
コミュニティバス「さつき号」は
運休及び変則運行となります
10 月７日㈰
８日㈷

10 月６日㈯
尾崎コース

第２便から運休

山中渓 ・
桜ヶ丘
コース

第３便から運休

緑ヶ丘 ・
さつき台
コース

第４便から運休

光陽台 ・
舞
コース

第４便から
鳥取ノ荘駅で
折り返し運行

鳥取ノ荘駅で
折り返し運行

桃の木台・
万葉台
コース

第４便から
箱作駅で
折り返し運行

箱作駅で
折り返し運行
※桑畑は停留します

いずみが丘・
箱の浦
コース

全便運休

第５便から
箱作駅で
箱作駅で
折り返し運行
折り返し運行
※加茂神社は停留しません
※加茂神社は停留しません

問南海ウイングバス南部㈱℡ 467-0601

水野

謙二

大阪府・泉南地域５市３町
合同防災訓練を行います
地震災害を想定した救出・救助機関の技術向
上、大阪府及び泉南地域５市３町の連携強化、
防災関係機関相互の連携の強化や住民参加によ
る「自助」、「共助」意識の高揚を目的として訓
練を行います。
日時 11 月４日㈰午前 10 時～午後２時
場所 泉佐野市立末広公園
内容
【実動訓練／午前 10 時～午後 0 時 30 分】
自主防災組織訓練、先行調査情報伝達訓練、
水防訓練、道路警戒訓練、緊急物資搬送訓練、
ライフライン復旧訓練、救出救助訓練など
【展示ブース／午前 10 時～午後 2 時】
各種体験、防災グッズなどの展示
※雨天時、一部内容を変更する場合があります。
主催／大 阪府、泉南地域５市３町（岸和田市・
貝塚市・泉佐野市・泉南市・阪南市・熊
取町・田尻町・岬町）
問危機管理課（内線 2324）
ジェイ

ア ラ ー ト

全国瞬時警報システム（J ‐ ALERT）
緊急地震速報訓練
実施日時

11 月１日㈭午前 10 時頃

気象庁から配信される緊急地震速報の訓練放送
を、全国瞬時警報システムを経由して、市内 99
か所に設置している防災行政無線から放送しま
す。
慌てず身を守る行動をとりましょう。
問危機管理課（内線 2324）
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スポーツで仲間をつくろう

みんなのスポーツ祭

▶開催日
▶場所

11 月３日㈷
総合体育館・中央運動広場

※雨天の場合は、屋外種目のみ 11 月４日㈰に延期。
主催／阪南市スポーツ推進委員協議会
問生涯学習推進室（内線 2454）
、総合体育館℡ 471-5224

【 午前９時～正午】

【 午後１時～３時 30 分】
健康・体力相談コーナー
血圧・体組成の測定（ ＢＭＩ・筋肉量・基礎代謝・体力年齢・
体脂肪）

【★印の申し込み方法について】
▶対象 泉南地域住民
▶参加費 小学生１人１種目 400 円
中学生以上１人１種目 600 円
▶申し込み 10 月１日㈪～ 15 日㈪に参加費を
添えて総合体育館 ( ℡ 471-5224
／火曜日休館）へ
※定員になり次第締め切り。

【午前 11 時 30 分～午後２時】
焼きそば・パン・クッキーなどの販売も
予定しています。

午後

( 屋内 ) アジャタ初心者講習会・大会 ★
( 屋外 ) グラウンドゴルフ大会 ★
小学生低学年・高学年の部、一般男女の部、レディースの部、
プレミアム（ 65 歳以上） の部（ 合計先着 30 チーム）

ニュース
トピックス

【 午後１時～１時 30 分】
開始式

午前

【 午前９時～９時 20 分】
開会式

【 午後１時～４時】
９種目体験スタンプラリー
※チャレンジ賞あり
①ソフトバレーボール②ペットボトルボウリング③グラウ
ンドゴルフ④ペタンク⑤ペタンクゴルフ⑥ラージボール卓
球⑦アジャタ⑧卓球バレー⑨ショートテニス
【 午後１時～４時 30 分】

( 屋内 ) ショートテニス大会 ★
( 屋外 ) ペタンク大会、 ペタンクゴルフ講習会・大会 ★

総 合 体 育 館 に 入 館 す る 人 は、 体 育 館 用
シューズをご用意ください。
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第 18 回はんなん産業フェア ( 秋の陣 ) ×阪南うまいもん市
～みんなでいこら阪南へ！～

日時
場所

11 月４日㈰午前９時 30 分～午後 3 時（予定）
阪南市商工会館及び市役所周辺

「ふるさと大使」
ステージイベントも予定♪
ゴ

ミ

地物を含む物産展・抽選会・ビンゴゲームのほか、特別ステージ・スポーツ GOMI 拾い大会
などイベント盛りだくさんで開催します♪ 皆さんお誘い合わせの上、ぜひお越しください。
※駐車スペースに限りがありますので、公共交通機関をご利用ください。
ニュース
トピックス

スポーツ GOMI 拾い大会

阪南うまいもん市
阪南産の特産品など阪南のうまいもんが集結す
る物産展を開催します。

大物産展出店者募集

募集数／先 着 40 店 舗（ 間 口 2.7
×奥行き 3.6 メートル）
出店料／ 6,000 円
※後日、出店説明会を開催します。

スポーツとして参加する「ゴミ拾い」で阪南市
をきれいにしましょう！
開催時間／午前 10 時～正午
参加要領／１チーム３～５人構成、中学生以下の
みの参加不可（保護者１人以上必要）
順位により景品あり

チャレンジショップ出店者募集

これからお店を始めたい人！
産業フェアでチャレンジショップ
を出店しませんか？
募集数／先着５店舗
業種／小売り店舗など

AR（拡張現実）によるス
タンプラリーを実施します。
詳 し く は、 阪 南 市 商 工 会
ウェブサイトまたは 11 月の
新聞折り込みチラシをご覧く
ださい。
問阪南市商工会℡ 473-2100

※いずれも申し込みは 10 月９日㈫までに阪南市商工会へ。
阪南市・山に親しむ

おおさか山の日

まないたいしやま

絵本で育むふれあい講座
▶日時 1
 1 月 10 日㈯午前 10 時～午後３時
▶場所 地域交流館
▶内容
・「絵本で育むふれあい講座」

～絵本ミュージカル～
午前 10 時 30 分～ 11 時 30 分
・「子育て情報ブース展示・遊びコーナー」
午前 10 時～午後 3 時
・
「第３回ハコソラ」
～
 ハンドメイドフリーマーケット～（屋
外開催のため、雨天中止の場合あり）
午前 10 時～午後３時
▶参加費 無料
※駐 車スペースに限りがあるため、公共交
通機関をご利用ください。
問子育て総合支援センター℡ 470-1400
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だいふくやま

俎 石 山・大福山
クリーンハイキングに参加して
紀泉アルプスを堪能してみませんか

▶日時

 1 月 10 日㈯午前 10 時 30 分出発～午後３時
1
頃解散（午前９時 30 分受付開始）
▶集合場所 サンヒル都東側広場
▶コース サンヒル都東側広場～俎石山北展望台～大福
山広場 ( 昼食 ) ～サンヒル都東側広場
▶参加費 無料 ( 往復の交通費は自己負担 )
▶持ち物 昼食、飲み物、雨具など（山歩きのできる服
装でお越しください）
※以下の場合は中止となります。
・開催日前日が悪天候などによりコースの状況が悪い場合
・当日午前７時時点で、大雨・洪水・暴風いずれかの警
報または雷注意報が発令または降水確率 50％以上の
場合
※事前申し込み不要。当日集合場所でお申し込みください。
問農林水産課（内線 3301）

住民基本台帳カードの電子証明書の
発行を受けている人へ

防ごう！

虐待をみかけたら通報をお願いします！

マ イ ナ ン バ ー▶
カード総 合サイ
トはこちら

問市民課（内線 2421）

消防からのお知らせ
応急手当普及員講習会・再講習を開催します

虐待は障がい者の尊厳を傷つける許されな
い行為です。
また、障がい者の自立や社会参加をすすめ
るためにも虐待を防止することが非常に重要
です。
虐待かな？ と思ったら、下記までお知ら
せください。
【養護者、障がい者福祉施設や雇用先などで
の虐待】
市民福祉課
（阪南市障がい者虐待防止センター）
℡ 471-5678 ＦＡＸ 471-1038
※障 がい者虐待に関する通報は 24 時間、
365 日いつでもできます。
【障がい者の雇用先での虐待】
大阪府障がい者権利擁護センター（土・日
曜日、祝日を除く午前９時～午後６時）
℡ 06-6944-6615 ＦＡＸ 06-6944-6615

ニュース
トピックス

住民基本台帳カードに搭載された電子証明書は、有効
期限（申請の日から３年間）内であれば e-Tax などで利
用できます。
有効期限満了後は、住民基本台帳カードに新しく電子
証明書を格納することはできませんので、マイナンバー
カードに切り替えをお願いします。
混雑時は、マイナンバーカードの申請から交付までに、
１～２か月程度かかる場合がありますので、e-Tax を利
用して確定申告を行う人などは、余裕をもって手続きを
お願いします。
※住民基本台帳カード表面の有効期限は、電子証明書の
有効期限ではありません。
※電 子証明書の有効期限の確認方法は、【公的個人認証
サービスポータルサイト⇒オンライン窓口⇒利用者ク
ライアントソフトの利用方法⇒自分の証明書をみる】
でご確認ください。
公 的 個 人 認 証▶
サービスポータ
ルサイトはこちら

障がい者虐待

問市民福祉課（内線 2444）

問泉州南広域消防本部警防部予防係℡ 469-0119

もう住宅用火災警報器は設置されましたか？

主に事業所や防災組織などの構成員を対象に、普通
火災発生件数 55 件中 25 件が住宅火災
（平成
29 年度泉州南消防組合管内火災件数）
救命講習及び救命入門コースの指導に従事する応急手
当普及員を養成する講習会です。
全ての住宅に、住宅用火災警報器の設置が義務
バイスタンダー（救急現場に居合わせた人）が救急
付けられています。大切な「命」を守るために、
隊到着までに応急手当を行うことで命を救える可能性が
住宅用火災警報器を設置し、「いざ」という時の
向上します。皆さんでバイスタンダーを育成しましょう。 ために、点検や清掃などのお手入れを実施しま
▶日時 11 月 12 日㈪～ 14 日㈬の３日間
しょう。
いずれも午前９時～午後５時
放置ボンベ撲滅週間 10 月 23 日㈫～ 29 日㈪
※再講習受講の人は、11 月 14 日㈬午前９時～正午。
▶場所 泉州南広域消防本部５階研修室
～ありませんか あなたの周りに 放置ボンベ～
▶定員 先着 20 人
ボンベの中には、高圧ガスが入っており、ボン
▶受講料 無料（事前にご自身で指定教材などを準備
ベがさびると強度が低くなるため、少しの衝撃で
する必要があります）
破裂する恐れがあります。
▶申し込み・問い合わせ
▶発見したら！
10 月 29 日㈪～ 11 月６日㈫の月～金曜日、午前９ ・ボ ンベがさびたり、変形したりし
時～午後５時 30 分に電話またはファクスで消防本
ている場合は、絶対に触らない。
部警備課（℡ 462-1080 ／℻ 460-2119）へ
・ボンベに表示されている電話番号へ、所有者不
※受講対象者の要件など詳しくはお問い合わせください。
明や電話番号が表示されていない場合は、消防
までご連絡ください。
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自治会から生まれる
地域の輪
自治会活動紹介 ～貝掛団地自治会～

ニュース
トピックス

貝掛団地自治会は 50 世帯余りの小さな自治会ですが、高齢化や近所
付き合いの希薄化が進んでいました。
そこで５年前から、住民の親睦と防災活動の一環として、また、住民
が一堂に会する機会として、
「貝掛団地夏祭り」を開催するようになり、
今年も８月 25 日に開催しました。
当団地の一時避難場所である空き地を会場に、１週間前の草刈り、当
日のテント設営、机と椅子の設置、カレーの炊き出しなどを多くの住民
の協力で準備しました。祭り当日は、大人は輪になって談笑し、子
どもたちは輪投げ・皿回し・花火で遊び、最後は一緒にビンゴゲー
ムを楽しみました。
毎年 30 家族約 60 人の参加があり
ます。この祭りで初めて話をした人も
多く、さらに親睦を深めるため今後も
継続して開催していく予定です。

講演会

「インターバル速歩で 10 歳若返ろう！」
インターバル速歩は、
「ゆっくり歩き」と「はや
歩き」を交互に繰り返す運動で、継続すると高血
圧、高血糖、肥満などの改善がみられ、見た目も
体も若返るウォーキング方法です。
インターバル速歩について学んでみませんか。
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日時

取組内容をご紹介させてい
ただく自治会を募集してい
ま す。 詳 し く は、 お 問 い 合
わせください。
問地域まちづくり支援課
（内線 2326）

問保健センター℡ 472-2800

10 月 19 日㈮午後 1 時から
（午後０時 30 分から受付）
場所 防災コミュニティセンター（阪南まもる館）
講師 能勢博さん（信州大学大学院教授）
定員 100 人（要予約）
申し込み 電話または来所で受付中

