もみじだより５月号の情報は４月17日
（金）現在のものです。新型コロナウイルス感染症の拡大状況によっては、掲載
している行事・イベントが中止となる可能性があります。最新の情報は、市ホームページで随時お知らせします。詳し
くは、各担当課・室へお問い合わせください。
・新型コロナウイルス各種お問い合
わせ窓口
・緊急貸付（新型コロナウイルス感

・住宅用火災警報器を設置しましょう
染症特例）について

・高齢者・障害者への燃えるごみ専
用袋の加算配布
・赤十字活動資金にご協力をお願い
します
・市立病院からのお知らせ
・市税のお支払いが困難なかたはご
相談ください
書の交付開始日

・令和２年度の市・府民税課税証明
・今月の税金
いて
５

・農地の相続などによる届け出につ
・再生資源のキャラバン回収
月・６月
・燃えるごみ専用袋を全世帯に追加
配布しています
・ペットボトル・不燃ごみ・危険ご
み・大型ごみの収集日
・「 箕 面 ま ご こ ろ 応 援 カ ー ド 」 の 申
請を随時受付中
・府労働相談センターのお知らせ
・年金なんでも相談
・各種相談窓口
・５月１日から７日は憲法週間です
・ボランティア情報サイト「ｖ ｉ
–
ｎｆｏ」
・移動図書館みどり号５月巡回日程

・５月・６月の子どもの歯の検診

・５月の母子保健事業

・アンチエイジングセミナー

・パワープレート講習会
メイト）養成講座

・介護予防推進員（みのおゆっくり
・普通救命講習１
みのお作戦

・「 市 内 一 斉 清 掃 の 日 」 ク リ ー ン ・

・ＴＴＲ能プロジェクト「能楽を学
ぼう！」

の催し

からのお知らせ

・メイプルホール・グリーンホール
・らいとぴあ

・滝道ウェルネスウォーキング

・ 春の多 文 化 ボランティア・セミ ナー

・５月の保育園ミニイベント・園庭
開放

箕面

箕面

・５月の出張子育てひろばのお知らせ
・５月のおひさまルームの催し
・各種スポーツ体験会・教室
・スポーツ教室
・総合型地域スポーツクラブ
東コミスポ
・総合型地域スポーツクラブ
ＳＣ

演奏と歌声広場

・スポーツのつどい中止のお知らせ
・ベガ・ムジーク

・ヒューマンズプラザのおもちゃ病
院
・箕面市主催ボートレース

・滝道で魅力ある店舗を運営する事
業者を募集

てのアイデア募集

・「 箕 面 新 稲 の 森 」 土 地 活 用 に つ い

・箕面まつりボランティアスタッフ

ティア

・英語・中国語の翻訳・編集ボラン

員）

・支援教育介助員（会計年度任用職

・市職員

の分割と説明会について

するパブリックコメントのエリア

・新たな都市計画道路網（案）に関

・箕面まつりポスター原画

援金）申請募集

・夢の実支援金（みのお市民活動支

企画講座募集

・男女協働参画をテーマにした市民

22

23

27

・５月の乳幼児食育推進事業
・毎月５日は少年を守る日
・教育長決まる
事務局の移転

・選挙管理委員会事務局と監査委員
・市長選挙・市議会議員選挙の立候
補予定者説明会
・箕面逸品

・マイナンバーカード・電子証明書
関連手続きの臨時休止
・コンビニ交付を臨時休止します
・コンビニでマイナンバー入り住民
票の写しを交付
を無料発行します

・新型コロナウイルス関連の証明書
・テイクアウト店紹介ホームページ
を開設しました
・洗車は汚水処理ができる場所を利
用してください
どについて

・市歳入金の徴収・収納事務委託な
・箕面グリーンロード料金割引社会
実験について
・タッキー８１６番組紹介

・歌って笑ってお口の教室
・お口元気アップ教室

いきいき健康教室

・運動トレーナーによるシニア向け
体操指導
・光明の郷

15

21

28

30

17
20
22

24 23

25

26

27

30

20

24
28
29
30

16

16
18 17
19
20
23 22 21

令和２（2020）年５月号

記号の説明
…持ち物

…対象
…費用

…日時・日程
…一時保育

…場所
…内容
…申込先・申込方法

…講師
…定員
…問い合わせ先

新型コロナウイルス各種お問い合わせ窓口
新型コロナウイルス感染拡大の影響により、
次のような状況のかたはお電話ください。
⃝一時的に上下水道料金の納付が困難なかた

⃝新型コロナウイルスに感染した疑いがあるかた

ρ上下水道局 料金センター
σ７２４・６７５６φ７２２・７４１６

ρ池田保健所σ７５１・２９９０φ７５１・３２３４
（月～金曜日午前９時～午後５時45分）

※上記以外の時間帯は、留守番電話で大阪府コールセンターにつながります

⃝一時的に納税が困難なかた

▶18ページ「市税のお支払いが困難なかたはご相談くだ
さい」をご覧ください

⃝その他、新型コロナウイルスに関する全般的なお問い
合わせ
ρ市新型コロナウイルス対策本部
σ７２４・５０００
（平日午前９時〜午後５時）
φ７２４・６３７６
（聴覚障害者用φ７２７・３５３９）

⃝国民健康保険料の納付が困難なかた

納付相談…ρ債権管理機構σ７２４・７０３６
減免について…ρ国民健康保険室σ７２４・６７３４
いずれもφ７２４・６０４０

タッキー816で
最新情報を連日放送中！

⃝介護保険料の納付が困難なかた

ρ介護・医療・年金室介護保険担当
σ７２４・６８６０φ７２４・６０４０

新型コロナウイルスに関する最新情報を、
タッキー
816
（FM81.6メガヘルツ）
で月〜金曜日は１日３回、
土・
日曜日は１日２回放送しています。
ぜひ、
お聴きください。

⃝一時的に国民年金保険料の納付が困難なかた
ρ豊中年金事務所
σψ６８４８・６８３１φψ６８５４・３６３８
ρ介護・医療・年金室σ７２４・６７３５φ７２４・６０４０

放送時間（いずれも３～５分程度）

⃝融資制度活用による認定等が必要な市内事業者

月～金曜日 午前９時40分、正午、
午後５時20分

ρ箕面営業室σ７２４・６７２７φ７２２・７６５５

土曜日

⃝一時的に生活資金の貸付を必要とする世帯

日曜日

▶18ページ「緊急貸付（新型コロナウイルス感染症特例）
について」をご覧ください

午前10時、
午後０時55分

60

日時

５月13日・20日・
β市内在住の60歳以上のかた
27日
（水）
δ稲ふれあいセンター
9:30～16:30
β市内在住の65歳以上のかた ５月21日
（木）
δ西南生涯学習センター
13:00～15:00
β市内在住の65歳以上のかた ５月28日
（木）
δ東生涯学習センター
13:00～15：00

ド〈個人番号カード〉
、健康
保険証、運転経歴証明書など）
をお持ちください

対象・場所

14

歌って笑ってお口の教 室

β市内在住の 歳以上のかた
γ５月 日κ午後１時〜２時
δ西南生涯学習センター ε
季節の歌を音楽療法士と一緒
に歌う μ無料
ρ高齢福祉室σ７２７・９５
０５φ７２７・３５３９

ρ高齢福祉室σ７２７・９５
０５φ７２７・３５３９

11

65

20

光明の郷 いきいき健康
教室

β市内在住の 歳以上のかた
で、
介護保険サービス（デイサ
ービスなど）を利用していな
いかた γ５月 日τ午前
時〜午後２時 δ光明の郷ケ
アセンター ε介護予防体操
や脳トレ、アレルギー（花粉
症）についての健康講座 η
人程度（申込順） μ５００
円（昼食代） πρ光明の郷ケ
アセンターσ７２９・５０８
３φ７２９・５５７１
12

30

お口元気アップ教室

β市内在住の 歳以上のかた
γ５月 日κ午後１時 分〜
３時 δ西南生涯学習センタ
ー ε歯科衛生士による自宅
ご え ん
でできる誤嚥性肺炎予防のた
めのお口のケアと体操 η
人（申込順） μ無料
πρ５月 日ω午前８時 分
から高齢福祉室σ７２７・９
５０５φ７２７・３５３９

運動トレーナーによる
シニア向け体操指導

βγδ 次の表のとおり ε
体操ミニセミナー、握力測定
ほか θ運動できる服装 μ
無料 ※初めて稲ふれあいセ
ンターを利用するかたは本人
確認書類（マイナンバーカー

65

45

24

21

11

午前11時50分、
午後４時

16

健

５月12日
（火）

脳の若返りコース
δ稲ふれあいセンター

γ６月３日～８月19日の水曜日
（全12回）
ε認知症予防のための脳トレほか

５月13日
（水）

安

全

福

祉

病

院

26

境

地域創造

相

生涯学習

コミュニティ

市民活動・

γδ▽６月７日、７月５日τ・
東生涯学習センター▽５月
日、６月 日、７月 日τ・
消防本部 いずれも午前９時
分〜午後０時 分 ε成人
を対象とした心肺蘇生法を中
心に、止血法、ＡＥＤ（自動
体外式除細動器）の使用方法

普通救命講習１

５０５φ７２７・３５３９
２５００円程度で購入できま
す（ドライバー１本で取り付
け可能）
。
●悪質訪問販売にご注意を！
警報器の設置義務化に便乗
住宅用火災警報器を設
し、不適正な価格で強引に販
置しましょう
売する業者がいますので、く
れぐれもご注意ください。
市では、火 災から大 切な生 ●定期的な点検や掃除を！
命や財産を守るため、台所・寝
いざというときに正常に機
室・階 段への住 宅 用 火 災 警 報 能するように、日頃から点検
器の設 置を義 務 付けています。 ボタンを押すなどの作動確認
と、ほこりによる誤作動防止
のため、定期的な掃除をお願
いします。
また、警報器の取り替えの
めやすは 年です。古くなる
と電子部品の劣化や電池切れ
などで、火災を感知しなくな
ることがあります。取り替え
時期が近づいていないか確認
してください。
ρ消防本部予防室σ７２４・
９９９５φ７２４・３９９９

人権文化

図 書 館

火災は早期に発見し、被害
を最小限に食い止めることが
非常に重要です。まだ取り付
けていない場合は、すぐに取
り付けてください。
●警報器の種類は？
煙式・熱式のうち、煙式を
設置してください。台所への
設置に種類の限定はありませ
んが、火災で発生する煙をい
ち早く感知できる煙式を推奨
しています。
●どこで購入できるの？
ホームセンターや家電量販
店、消防用設備取扱店などで、

談

国際交流

子 ど も

スポーツ

30

意見募集

人材募集

そ の 他

ほか η各 人（申込順） μ
無料
市ホームページの「応急手
当ＷＥＢ講習」で修了テス
トを受けると、受講証明書が
取得できます。この証明書を
講習会場にお持ちいただくと、
２時間の実技講習のみで「普
通救命講習１」の修了証が取
得できます。詳しくは市ホー
ムページをご覧ください。
πρ開催日２日前の正午まで
に消防署東分署σ７２９・７
０９１φ７２９・３４１１

作品募集

広告の申込は、箕面ＦＭまちそだて㈱（σ７２８・３２１０）へ

７・９５０５φ７２７・３５
３９

環

17

60

介護予防推進員 （みのお
ゆっくりメイト）養成講座

みどり
まちづくり

19

60

β高齢者の健康づくりに関心
があり、地域で自主的な取り
組みを考えているかた γ６
月４日〜７月９日の木曜日午
後１時 分〜３時
（全６回。４
回以上参加で修了証をお渡し
します） δ 総合保健福祉セ
ンター分館 ε介護予防の知
識や体操、自身の健康づくり
について、地域で普及させる
方法を学ぶ ζ高齢福祉室職
員 η 人（申込順） μ無料
πρ５月 日κ午前８時 分
から高齢福祉室σ７２７・９
税

30

28

50

20

20

45

10

21

アンチエイジングセミ
ナー

時間…13:30〜15:00 定員…各20人（申込順。初めてのかた優先） 費用…無料

パワープレート講習会
β市内在住の 歳以上のかた
（総合事業対象者または要支
援・要介護認定を受けている β市内在住の 歳以上のかた
かたで、通所系サービスの利 γ ５月 日κ午後１時 分、
午後１時 分、午後２時 分
用者は参加できません）
（各 分） δ稲ふれあいセン
ター ε トレーニングマシ
ン「パワープレート」利用の
ための事前講習会 η各６人
（申込順） θ運動できる服装
μ無料
πρ５月 日α〜 日αに稲
ふれあいセンターσ７３４・
８６１７φ７３４・８８１８
γ６月９日～30日の火曜日
（全４回）
ε
 痛・膝痛予防のための体操ほか
腰

65

腰痛・膝痛予防コース
δ稲ふれあいセンター

πρ 各申込開始日の午前８
時 分から高齢福祉室σ７２
康

17

30

γ６月５日～26日の金曜日
（全４回）
ε
（金）
下 腹部を引き締め、女性特有の悩み（尿もれ ５月 ８日
など）
を予防するための体操ほか

骨盤底筋トレで
ポッコリお腹予防コース
（女性限定）
δ東生涯学習センター

12

30

20

14

申込開始日

日程・内容
コース・場所

45

令和２（2020）年５月号

β次の①〜③の全てに該当す
赤十字活動資金にご協
るかた①市内に居住し、住民
力をお願いします
登録している② 歳以上また
緊急貸付（新型コロナウイ
５月・６月の赤十字運動月
は身体障害者手帳１・２級ま
ルス感染症特例）について
間に合わせ、赤十字活動資金
たは高齢者紙おむつ給付事業
にご協力をお願いします。
で給付を受けている、または
国の緊急対策として、生活 日常生活用具（紙おむつに限
寄せられた資金は、災害救
福祉資金の特例貸付を受け付 る）の給付を受けている（所
護活動を始め、国際活動、医
けています。
療・血液事業、福祉事業など、
得制限により給付対象外とな
β新型コロナウイルスの感染 ったかたを含む）③在宅で紙 「いのちと健康」を守るさまざ
拡大の影響により、収入減や おむつを日常的に使用し、家
まな活動に役立てます。
休業・失業し生活資金でお困 庭 ご み と し て 排 出 し て い る
詳しくは日本赤十字社箕面
りのかた ※生活保護を受給 加算配布枚数…対象者１人に
市地区へお問い合わせくださ
している世帯、破産整理中の つき年間１００枚 申請書の
い。
世帯などは対象外
配布…令和元年度中に申請し、 ρ日本赤十字社箕面市地区σ
７４９・１１０９φ７４９・
【緊急小口資金】
福祉加算配布の交付を受けた
１５６６、健康福祉政策室σ
万円以内（特別な場合は
かたには、５月上旬に申請書
７２７・９５１２φ７２７・
万円以内）
を送付します。初めて申請す
３５３９
【総合支援資金】
るかたは、環境整備室へお問
単身世帯…月 万円以内×３ い合わせください 申請期間
カ月以内 複数世帯…月 万 …５月７日κ〜 日λ（消印
円以内×３月カ以内
有効） 申請方法…申請書を
︱００
いずれも無利子で保証人は
環
境
整
備
室
（
〒
５
６
２
市立病院からのお知らせ
不要です。償還期限など、詳 ２１大字粟生間谷２８９８ ︱
しくはお問い合わせください。 １）へ郵送 加算分の燃える
ρ社協貸付担当σ７４９・１ ごみ専用袋の配布…８月中旬 ●外来受付時間について
５７５φ７２７・３５９０
初診や診療予約が無いかた
に福祉加算配布引換券を郵送
の受付時間は、月〜金曜日の
※申請期間以後に配布対象と
高齢者・ 障害者への燃え
午前８時 分〜 時です（脳
なった場合は、その時点で申
るごみ専用袋の加算配布
神経外科は月・水・金曜日。乳
請できます（申請時期により
腺・甲状腺外科は月・水曜日
配布枚数は異なります）
次の世帯に燃えるごみ専用 ρ環境整備室σ７２９・２３
の午前８時 分〜午後４時に
袋（ ℓ）を加算配布します。 ７１φ７２９・７３３７
受付）
。なお、健康診断の受付
該当するかたは申請してくだ
は午前 時までです。
さい。
予約があるかたは、予約時
30

30

10

20

20
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29

月～金曜日

リハビリテーション科 火・木曜日

間までに受付を済ませ、各診
療科でお待ちください。
●紹介
 状・初診料加算金につ
いて
外科、整形外科、耳鼻咽喉
科、リハビリテーション科の
受診には、紹介状が必要です。
受診できる曜日は、次の表の
とおりです。
月・水・金曜日

でに市税のお支払いが難しい
場合は、法律に基づき、原則
１年以内で期限を延長したり、
分割して支払うことができま
す。詳しくはご相談ください。
ρ債権管理機構σ７２４・６
７１３φ７２３・５５３８

令和２年度の市・府民税
課税証明書の交付開始日

●市・
 府民税の全額が給与か
ら差し引き（特別徴収）さ
れるかた…５月 日ω
●それ
 以外のかた（市・府民税
の全額または一部を年金か
ら特別徴収されるかた、口
座振替などご自分で支払う
かた）…６月９日α
注意事項…３月 日α以降に
なお、その他の診療科は、紹
提出された市・府民税申告書
介状が無くても受診できます
や確定申告書の内容が、交付
が、５５００円の初診料加算
金がかかります（産科を除く）
。 開始日の時点で課税証明書に
ρ医療事務室σ７２８・２０ 反映が間に合わない場合があ
０１φ７２８・７４８２
ります。反映されているかど
うかは、申請前に市民税室へ
お問い合わせください ※市
役所・支所以外の施設、コンビ
ニエンスストアはいずれも６
市税のお支払いが困難な
月９日αから交付（コンビニ
かたはご相談ください
エンスストアでの交付は、マ
イナンバーカード〈個人番号
カード〉と４桁の暗証番号が
必要です） ρ同室σ７２４・
６７１０φ７２３・５５３８

受診できる
曜日

外科

整形外科

耳鼻咽喉科

新型コロナウイルスの感染
拡大の影響により所得が著し
く減少したなどで、納期限ま

紹介状が必要な
診療科

11

17

…講師
…定員
…問い合わせ先
…場所
…内容
…申込先・申込方法
…日時・日程
…一時保育
…対象
…費用
記号の説明
…持ち物

10

30

15

11

18

健

祉

病

院

●６月の回収日・場所…６月
日ν午前９時〜 時・萱野
東小学校グラウンド東側入口
付近

税

みどり
まちづくり

環

境

地域創造

相

※集積場所付近に「キャラバ
ン回収実施中」の旗を設置し
ています
回収品目…①新聞（広告ちら
し含む）②雑誌（包装紙・封
筒などの紙類含む）③紙パッ
ク（牛乳パック）④ダンボー
ル（菓子箱などの厚紙含む）⑤
古布（古毛布含む、綿入り製
品を除く）
分別方法…新聞、雑誌、紙パ
ック、ダンボールは折りたた
み、それぞれ品目別にひもで
結束してください。古布は透
明なビニール袋に入れ、口を
結んで出してください

人権文化

生涯学習

コミュニティ

市民活動・

ρ環境整備室σ７２９・２３
７１φ７２９・７３３７
談

燃えるごみ専用袋を全世
帯に追加配布しています

国際交流

子 ど も

スポーツ

新型コロナウイルス感染症
の拡大防止措置に伴う在宅時
間の増加などにより、家庭ご
みの排出量が増えていること
に対応するため、燃えるごみ
専用袋を追加で無料配布して
います。
４月中旬から下旬にかけて、
市に住民登録がある世帯主あ
てに引換券（黄色）を送付し
ています。引換券を持参の上、
次の交換窓口で引き換えてく
ださい。

図 書 館

意見募集

配布枚数…１世帯当たり燃え
るごみ専用袋（ ℓ）を 枚
交換窓口…市役所、豊川・止
々 呂 美 支 所、みのおライフプ
ラザ総 合 窓口 ※ 指 定ごみ袋
等 取 扱 店では引き換えできま
せん 交換期限…７月 日λ
詳しくは引換券をご確認く
ださい。
ρ環境整備室σ７２９・２３
７１φ７２９・７３３７

作品募集

30

人材募集

10

そ の 他

31

ρ 農業委員会事務局σ７２
４・６７６４φ７２２・２４
６６

再生資源のキャラバン
回収 ５月・６月
古紙・古布などの再生資源
を回収します。
●５月の回収日・場所…５月
９日ν午前９時〜 時・第二
中学校駐車場入口付近
11

市道中央線

11

第二総合
運動場

今月の税金

福

国道171号
今宮

集積場所
萱野東小学校

令和２年度の固定資産税・
都市計画税（第１期分）と軽
自動車税の納期限は６月１日
ωです。納税通知書が届いた
ら、金融機関、コンビニエン
スストア、郵便局、豊川・止
々呂美支所でお支払いくださ
い。
なお、市税のお支払いには、
口座振替やクレジットカード
決済（インターネットによる
手続き）が便利です。詳しく
は納税通知書をご覧ください。
ρ固定資産税について…固定
資産税室σ７２４・６７１１、
６７１２、軽自動車税につい
て…税務課σ７２４・６７０
９ いずれもφ７２３・５５
３８

全

萱野三丁目
71号
国道1

第二中学校
集積場所
四中

農地の相続などによる
届け出について

安

農地を相続などにより権利
取得された場合は、法務局で
名義変更の登記をした後、そ
の農地がある市町村の農業委
員会へ届け出が必要です。
詳しくはお問い合わせくだ
さい。
康

19

坊島受水場

北

13

北

令和２（2020）年５月号

「市内一斉清掃の日」
クリーン・みのお作戦

3日・17日

12日・26日

5日・19日

ービス政策室、豊川支所へ
ρ環境整備室σ７２９・２３
７１φ７２９・７３３７

までの子どもを養育するかた
② 歳以上のかた③障害者手
帳をお持ちのかた π申請者
の住所及び子どもまたは高齢
者のかたの年齢が確認できる
証明書類、障害者手帳などを
持参。郵送による申請は、同
カード申し込みの旨を明記の
上、証明書類のコピーを添え
て箕面営業室へ
●協力取扱店を募集
β市内の一般消費者を対象と
した店舗（小売業、飲食業、各
種サービス業など。取扱店は
市ホームページや協力取扱店
マップで紹介） 登録方法…
所定の申込書に必要事項を記
入し、同室へ
ρ同室σ７２４・６７２７φ
７２２・７６５５
65

滝道で魅力ある店舗を
運営する事業者を募集

ザ１号館２階）へ持参 募集
期間…事業者決定まで
物件見学についてなど、詳
しくはお問い合わせください。
ρ同社σ７２４・５１５１、箕
面営業室σ７２４・６７２７
φ７２２・７６５５

府労働相談センターの
お知らせ
●労働相談

●出張労働相談

※面談のみ。前日までに府労
働相談センターへ要予約

πρ府労働相談センターσψ
６９４６・２６００、箕面営
業室σ７２４・６７２７φ７
２２・７６５５

年金なんでも相談

γ５月９日ν午前 時〜午後
１時（受付は午後０時 分ま
で。１人 分以内） δ医療保
険・年金・介護窓口（市役所
本館１階） 相談員…社会保
険労務士
ρ介護・医療・年金室σ７２
４・６７３５φ７２４・６０
４０

30

6日・20日

13日・27日
は 白島
半町

13日・27日

10

4日・18日
3日・17日
4日・18日
1日・15日
4日・18日
1日・15日
に 新稲
西宿

30

7日・21日
6日・20日
7日・21日
4日・18日
7日・21日
4日・18日
9日・23日 せ
2日・16日 に
10日・24日
9日・23日 ひ
ほ
10日・24日 ま
み
2日・16日
桜ヶ丘

5日・19日

せ 瀬川
船場東

12日・26日

桜井

「箕面まごころ応援カー
ド」の申請を随時受付中

セクハラ・女性相談
σ 6946・2601
（女性相談員の対応も可）

14日・28日 11日・25日

森町中
森町南
森町北
船場西
西小路
如意谷
百楽荘
坊島
牧落
箕面
箕面公園

5日・19日
1日・15日

桜

6月
5月

収集地区
あ 粟生外院
粟生新家
い

※ごみは出し方を守り、収集日当日の朝９時までに出してください

募集の概要…滝道の物件を活
用 し た 観 光・ 商 業 振 興 の た
めの魅力ある事業提案を募集
（物件見学可） 店舗所在地…
箕 面 １ ︱５ ５ ６ ︱１ 敷 地
面積…２３３・ ㎡ 延床面
積…１２５・ ㎡ 募集要項
…箕面ＦＭまちそだて株式会
社ホームページからダウンロ
ード 応募方法…同社（箕面
６ ︱３ ︱１ み の お サ ン プ ラ

※いずれも祝日を除く

さ

け

市内約５００店舗で割引な
どのサービスが受けられる
「箕面まごころ応援カード」を
ご利用ください。
β市内在住で①高校卒業年齢

γ月〜金曜日 9:00〜18:00
（木曜日は20:00まで）
（祝日を除く）
δ
エル・おおさか
（大阪市）

南河内出張相談
γ毎週金曜日14:00～17:00
δ南河内府民センター（富田林市）

労働相談
σ 6946・2600
（弁護士・社会保険労務士による
相談も可。要予約）

泉北出張相談
γ第1・3・5火曜日10:00～13:00
第2・4火曜日13:30～16：30
δ泉北府民センター（堺市）

ρ環境整備室 σ７２９・２３７１φ７２９・７３３７

14

府労働相談センター

豊能出張相談
γ第1・3・5木曜日10:00～13:00
第2・4木曜日13:30～16：30
δ豊能府民センター（池田市）

ペットボトル・不燃ごみ・危険ごみ・大型ごみの収集日

地域の美化と、梅雨の大雨
や台風、ゲリラ豪雨に備え、清
掃活動を行います。自治会や
こども会など、地域のみなさ
んの参加をお願いします。
γ６月 日τ午前９時〜正午
（雨天中止） δ 市内各地域
ε道路、公園などの公共施設
と周辺の美化活動（マンショ
ン敷地などの民有地及び家庭
ごみは対象外） π ５月 日
λまでに環境整備室、市民サ

70

28

お

収集地区
5月
6月
あ 粟生間谷西
11日・25日 8日・22日
8日・22日 12日・26日
粟生間谷東
い 稲
4日・18日 1日・15日
石丸
お 大字粟生間谷 11日・25日 8日・22日
今宮
13日・27日 10日・24日
小野原東 14日・28日 11日・25日
温泉町
6日・20日 3日・17日
小野原西
か 上止々呂美 14日・28日 11日・25日
外院
萱野
7日・21日 4日・18日
彩都粟生北 8日・22日 12日・26日
し 下止々呂美
彩都粟生南
森町西

22

B 火・金地区
A 月・木地区

…講師
…定員
…問い合わせ先
…場所
…内容
…申込先・申込方法
…日時・日程
…一時保育
…対象
…費用
記号の説明
…持ち物

20

健
康

各種相談窓口

安

市民相談、市政への要望・苦情（相談先が分からないかたや専門家に相談したいかたは、こちらへご相談ください）

全

ρ市民サービス政策室／月～金曜日 8:45～17:15
※弁護士、
司法書士などの専門家への相談は、要予約（専門家への相談は、1案件につき1回限り）

σ724・6723 φ723・5538

福

子ども（子育てや教育など）

祉

子どもに関する相談、子育て中の家庭の相談

ρ子ども総合窓口／月～土曜日 8:45～17:15

病

小・中学生の教育相談（支援教育を含む）要予約
※臨床心理士などによる面談・電話相談

院

児童虐待通報
児童虐待通報

ρ 教育センター ／月～土曜日 9:00～17:00

ρ児童相談支援センター／月～金曜日 8:45～17:15

ρ夜間・休日虐待通告専用電話
（大阪府）／平日夜間、土・日曜日、祝日

税

高齢者（介護保険や福祉サービス、地域活動、虐待通報など）

みどり

まちづくり

止々呂美・西南・南小校区
箕面・西小校区
萱野・北・中小校区

環
境
地域創造

相
談
人権文化
生涯学習
コミュニティ

市民活動・

図 書 館
国際交流

子 ど も
スポーツ
作品募集
意見募集
人材募集

そ の 他

21

※祝日は特に記載のない限り実施しません

萱野北・萱野東・豊川南小校区
東・豊川北・彩都の丘小校区

σ724・6791 φ721・9907
σ727・5113 φ727・4089
σ724・6233 φ721・9907
σ072・295・8737

ρ北部・西南高齢者くらしサポート／月～金曜日 8:45～17:15

σ725・7029 φ720・5323

ρ中西部高齢者くらしサポート／月～金曜日 8:45～17:15

σ727・9510 φ727・3539

ρ西部高齢者くらしサポート／月～金曜日 9:00～18:00

ρ中東部高齢者くらしサポート／月～金曜日 9:00～17:30
ρ東部高齢者くらしサポート／月～金曜日 8:45～17:15

障害者（福祉サービス、困りごと相談、虐待通報など）

σ720・5592 φ720・5593
σ727・9511 φ727・3597
σ729・1711 φ730・2230

ρ地域包括ケア室／月～金曜日 8:45～17:15（虐待通報はこちらへ）

σ727・9501 φ727・3539

ρウイズ／月～金曜日 9:00～17:00

σ・φ725・2179

ρライフタイムミント／月～土曜日 10:00～18:00
ρパオみのお／月～金曜日 9:00～17:30

σ720・6806 φ720・6808
σ・φ726・7800

消費生活相談（商品購入や契約上のトラブルなど）

ρ消費生活センター／月～土曜日 9:00～16:00（木曜日は専門相談員がいません）

生活の困りごとや不安を抱えているかた（生活相談、就労相談など）

σ722・0999 φ723・5538

ρ総合保健福祉センター
（生活相談窓口）／月～金曜日 8:45～17:15

σ727・9515 φ727・3539

ρヒューマンズプラザ／火～日曜日、祝日 9:00～17:00

σ721・4800 φ721・3501

ρらいとぴあ21／火～日曜日、祝日 9:00～17:00

人権相談（人権侵害、差別、DVなど）
人権相談

ρ人権施策室／月～金曜日 8:45～17:15

女性のための相談 ρ人権施策室
※女性相談員が相談を受けます

σ722・7400 φ724・9698

σ724・6720 φ725・8360

面接相談 要予約 ／火・金曜日 13:00～16:00

σ724・6943 φ725・8360

電話相談／月・水曜日 13:00～16:00

σ723・3654

外国人生活相談（外国人市民の生活上の困りごとなど）
MAFGA Multilingual Consultation Service We offer consultations on issues foreign residents may have to deal with in everyday life

ρ国際交流協会／火〜日曜日 ９:00～17:00
対応言語：英語、中国語、韓国・朝鮮語、ポルトガル語
個別相談日／火曜日 11:00〜14:30
対応言語：英語、
中国語、韓国・朝鮮語（第２・４火曜日のみポルトガル語、
ベトナム語も対応）
For more detail, please contact MAFGA.

σ727・6912 φ727・6920

令和２（2020）年５月号

講座…８月 日、９月３日κ
方） η 人（申込順） μ６
男女協働参画をテーマに
午後７時〜９時・グリーンホ
０００円（観劇料込）
、２００
した 市 民 企 画 講 座 募 集
ール 観劇…９月 日τ午後
０円（講座のみ） π各公共施
ＴＴＲ能プロジェクト
２ 時・ 大 槻 能 楽 堂（ 大 阪 市 ） 設に設置の申込用紙に記入し、 β市内在住、在職、在学の個
ε同プロジェクト公演「江口」 受講料を添えて、５月７日κ 人またはグループ ε性別に
「能楽を学ぼう！」
ζ山本哲也さん（大倉流大鼓 から同ホール（〒５６２ ︱０ 関わらず、個性と能力が発揮
β 中学生以上のかた γδ
方）
、成田達志さん（幸流小鼓
００３西小路４ ︱６ ︱１）へ
できる地域・社会をつくるた
持参または郵送（現金書留）
めに、知りたいこと、知って
ρ同ホールσ７２３・２５２ ほしいことをテーマにした講
メイプルホール・グリーンホールからのお知らせ
５φ７２３・２５２６
座の企画 π人権施策室に設
置の応募用紙（市ホームペー
らいとぴあ の催し
ジからダウンロード可）に必
要事項を記入し８月 日ωま
●まなびカフェ
でに同室へ
γ５月 日κ午後６時 分〜 ρ同室σ７２４・６９４３φ
８ 時 ε「 さ と お や っ て な
７２５・８３６０
ぁに？〜社会的養護と里親制
度、里親さんの体験談＋相談
会〜」 ζ野口恭佑さん（里親
支援専門相談員） η 人程
滝道ウェルネスウォー
度（申込順） μ１００円程度
（飲み物代）
キング
●よ り み ち コ ン サ ー ト ビ

γ５月 日τ午前 時箕面文
バ・フラメンコ！
γ６月６日ν午後２時〜３時 化・交流センター集合（午後
εダンスと歌、ギターのフラ
０
時 分解散。小雨決行） ε
ノルディックウォーキングや
メンココンサート 出演…大
健康ウォーキングなどの要素
槻敏己さん・黒田心さん・小
を取り入れた新ウォーキング
西千絵さん（踊り）
、西田祐加
で、箕面の歴史や自然を楽し
さん（歌）
、彌月大治さん（ギ
む η 人（申込順） θ 運
ター） μ無料 ※申込不要
いずれもδらいとぴあ
動できる服装 μ１５００円
πρらいとぴあ σ７２２・ （保険料込） πρ５月１日λ
７４００φ７２４・９６９８
から同センターσ７２１・１
９０１φ７２１・１１２０
31

30

20

前売：一般1,800円
（会員1,600円）
当日：一般2,000円
Maple Afternoon Jazz Concert vol.8
（会員1,800円）
出演：石田ヒロキ
（ピアノ）、大迫明（トロンボーン）、
前売当日とも大学生以下
宮野友巴（ベース）
1,000円
（要学生証）
（全自由席）

6月5日
（金）14:30
メイプルホール
小ホール

6月16日
（火）18:30
メイプルホール
小ホール

第105回わかばDEきまる
出演：桂わかば、桂ちょうば、桂鯛蔵（予定）
※豪華賞品が当たるスタンプラリーあり

31

10

大人1,500円（会員1,350円）
小学生700円
（会員600円）
（全自由席、
当日販売のみ）
※未就学児は入場不可

箕面市青少年吹奏楽団 第27回定期演奏会

大人800円、学生500円
（全自由席）

6月14日
（日）16:30
グリーンホール

30

15

21

料 金など

公演名

日時・場所

21

21

…講師
…定員
…問い合わせ先
…場所
…内容
…申込先・申込方法
…日時・日程
…一時保育
…対象
…費用
記号の説明
…持ち物

20

28

22

５月１日から７日は憲法週間です 互いに相手の立場を考えて、豊かな人間関係をつくりましょう。
ρ人権施策室σ７２４・６７２０φ７２５・８３６０

27

13

※もみじだより4月号でお知らせした、
５月19日
（火）
「第103回めいぷるごにんばやし」、
「箕面ミュージックフ
ェスティバル」
の5月23日
（土）
「第10回箕面バンドワールドフェスティバル」
・5月24日
（日）
「第33回箕面
市合唱祭」、
５月24日
（日）
「第43回全国剣詩舞コンクール大阪府大会」
は中止になりました
＊車いすをご利用のかた、
または介助者を必要とする場合は、事前にご相談ください
＊割引・優先予約などの特典があるメイプルフレンドにご入会ください
＊団体割引あり
（10枚以上。一部対象外の公演もあります）
【メイプルホール】箕面５-11-23（箕面警察署 東となり）σ７２１・２１２３φ７２１・０４９５
【グリーンホール（市立市民会館）】西小路４-６-１
（市役所 西となり）σ７２３・２５２５φ７２３・２５２６

健

全

福

祉

病

院

80
税

まちづくり

みどり

稲 紅葉丘住宅1棟横

新
環

境

森町南２丁目
ゆりのき公園
地域創造

止々呂美支所

相

※もみじだより４月号でお知
あるかた、国際交流協会での
らせした、５月７日κの同支
ボランティア活動をしたいか
援金募集説明会は中止になり
た、地域の日本語教育に関心
ました
があるかた γεζ次の表の
とおり δ多文化交流センタ
●公開プレゼンテーション
γ６月 日τ午前 時〜午後 ー η各 人 μ各５５０円
１時（①②の申請団体は必ず （協会賛助会員無料） ξ１歳
６カ月〜就学前
（定員５人。申
出席。団体数により時間変更
込順。１００円。各開催日の
の場合あり） δ同センター
ρ同センターσ７２０・３３ ７日前までに要申込）
８６φ７２０・３３８７

コミュニティ

市民活動・

６月６日
（土）
14:00～16:00
図 書 館

国際交流

子 ど も

スポーツ

πρ同協会σ７２７・６９１
２φ７２７・６９２０

５月30日
（土）
14:00～16:00

春の多文化ボランティ
ア・セミナー

粟生外院 東分署（消防署）

生涯学習

問い合わせ…中央図書館σ７２２・４５８０φ７２４・９６９７

β多文化共生の推進に関心が

人権文化

５月23日
（土）
14:00～17:00

28

13:30～
14:30
14日
木
15:00～ 28日
16:00
今宮西 今宮西公園

40

５月16日
（土）
13:30～16:00

8日
金
15:00～ 22日
16:00
森町中3丁目
森の丘公園
談

院 青松園2号公園

内 容・講 師
ε国際交流協会の紹介、講演「ボランティアの扉をあけて 自分再発見！」
ζ
同協会職員、須貝昭子さん
（特定非営利活動法人市民活動フォーラムみの
お理事長）
ε講演「多文化共生の地域づくり～Minamiこども教室から見えてくるもの～」、
ボランティア活動の紹介
ζ
金光敏さん
（特定非営利活動法人コリアＮＧＯセンター事務局長）、各ボラ
ンティアグループの代表者
ε講演「地域日本語教室とボランティアの役割」
ζ澤田幸子さん
（海外産業人材育成協会日本語講師）
ε講演とワークショップ「やってみよう！対話型学習の実践〜『きいて まね
して はなして』
を使っての日本語学習支援の試み〜」
ζ安田乙世さん
（ＮＰＯ法人おおさかこども多文化センター理事）
日時

10

如意谷住宅16棟西側
チューリップ公園
如意谷

13:30～
14:30

照葉の里玄関前

20

13:30～
14:30
13日
水
15:00～ 27日
16:00

止々呂美

13:30～
14:30
駐車場所

13:30～
14:30
15日
金
15:00～ 29日
16:00
外

7日
木
サンロイヤル箕面コスモ前 15:00～ 21日
落
山ノ原公園
16:00
牧

駐車時間

日

曜

③１年②３年が上限
※①③の対象となる事業も②
の対象となります。ただし複
ボランティア情報サイ
数のコースへの申請は不可
ト「ｖ –ｉｎｆｏ」
※有識者などによる第三者機
関で審査
同情報サイトでは、ボラン
申請…各公共施設に設置の申
ティア募集情報を毎月更新し
請書（みのお市民活動センタ
ています。興味があるかたは、 ーホームページからダウンロ
「ｖ ︱ｉｎｆｏ」または「ボラ
ード可）に必要事項を記入し、
ンティア 箕面」で検索いた
５月 日ω〜６月８日ω（必
だくか、みのお市民活動セン
着）
に同センター
（〒５６２ ︱
ターへお問い合わせください。 ００１３坊島４ ︱５ ︱ ）へ
ρ同センターσ７２０・３３ 郵送または持参
８６φ７２０・３３８７
※詳しくは各公共施設に設置
の募集案内をご覧ください
夢の実支援金（みのお市
※申請に当たり事前相談を受
民活動支援金）申請募集
け付けています（６月１日ω
まで。要申込）

安

いずれもβ市内のＮＰＯ、ボ
ランティアグループ、自治会
など非営利団体が行う、地域
の魅力の向上、課題の解決な
どに向けた公益的な活動
●支援金コース ①立ち上
げ応援 β 立ち上げ時の事
業 支援額…事業費の ％以
内（上限 万円）②発展応援
β将来的に自立実施が見込ま
れる公益的事業全般 支援額
…事業費の ％以内（上限
万円）③自治会活動応援 β
自治会の公益的な活動 支援
額…上限２万円
※同一事業への交付年数は①
康

作品募集

意見募集

人材募集

そ の 他

23

75

25

移動図書館みどり号 ５月 巡回日程

地域

10

75

令和２（2020）年５月号

記号の説明
…持ち物

（母子健康手帳を持参してください）
対 象 など

日時など
13日・27日
（水）
受付13:00～14:30
15日
（金）、19日
（火）
受付13:00～14:20
12日・26日
（火）、29日
（金）
受付13:00～14:20
14日
（木）
・27日
（水）
受付13:45～14:45

４カ月児健康診査
１歳６カ月児健康診査 対象者には個別に案内を送付します
３歳６カ月児健康診査
β
令和元（2019）年10月・11月生まれ
（予診票に記入し、
ご持参ください）

ＢＣＧ予防接種

β生後２カ月の赤ちゃん
（第１子）
と母親
わらびーパーク
η20組
（予約制）
（2カ月児育児相談会）
θバスタオル１枚
β初妊婦と夫
（1人での参加可）
はじめてパパママに
η20組
（予約制）
なる日のために

乳幼児でんわ相談
新生児・産婦訪問

18日
（月）10:00～11:30
受付9:30から

22

かみかみ期の離乳食
クッキング教室
（予約制）
野菜となかよし教室

（母子健康手帳を持参してください）

対 象 など
β５～９カ月児の保護者
θ乳児同伴の場合、
バスタオル1枚

日 時
22日
（金）13:30～15:00
受付13:00から

β9～12カ月児の保護者 η12人
25日
（月）13:30～15:00
θエ
 プロン、三角巾、ふきん、乳児同伴の場合
受付13:00から
はおんぶひも
（貸出可）
β2～3歳児と保護者
8日
（金）10:30～12:00
ε
季節の野菜を見て、触れて、味わう体験型の
受付10:00から
教室

場所…総合保健福祉センター２階 費用…無料
予約制の教室は開催日の３日前までに申込
申込・問い合わせ…箕面産と食の推進室σ７２４・６１５９φ７２２・２４６６

5月の保育園ミニイベント・園庭開放
園名

ミニイベント

桜ヶ丘保育所
σ723・8118

γ12日
（火）
10:30～11:00
ε金魚すくいをしよう

稲保育所
σ728・5000

γ22日
（金）
10:15～11:00
ε2歳児クラスと戸外で遊ぼう

萱野保育所
σ723・5400

東保育所
σ728・4858

常照寺隣保館保育園
σ723・1075
小野原学園
σ729・2668

もみじ保育園
σ729・7371

γ19日
（火）
10:00～10:30
ε2歳児と体を動かして遊ぼう

γ28日
（木）
11:20～12:20
ε移動動物園
（要問い合わせ）

みすず学園森町こども園 γ27日
（水）
10:00～11:00
σ743・9001
ε誕生会
つばさ学園
σ729・0283
森町友星保育園
σ738・0303

※各保育園では、育児相談を実施しています。気軽にご相談ください
園名
箕面保育園

毎週月～土曜日
9:30～12:00、
15:00～17:00

γ27日
（水）
10:15～10:45
ε3歳児と体を動かして遊ぼう

みすず学園桜ヶ丘保育園 γ21日
（木）
10:00～10:30
σ720・7575
εこどもの日の集い・誕生会
γε12日
（火）
・園庭開放登録日、
13日
（水）
・誕
瀬川保育園
生会、
19日
（火）
・おはなし会、
26日
（火）
・お食事
σ723・2302
会 いずれも10:00～12:00
桜保育園
σ724・9614

園庭開放

25日
（月）
10:30～12:00

7日・21日
（木）
10:00～11:00
毎週火・金曜日
10:00～12:00
毎週月・水・金曜日
10:00～12:00

30

25

時〜３時 δ総合保健福祉セ
ンター ε乳幼児期の歯の話、
検診、むし歯予測テスト θ
母子健康手帳 μ検診料１０
００円
ρ 予防歯科センターσ７２
７・９５５６φ７２７・３５
３２

離乳食教室

27 15

29 29

場所…総合保健福祉センター２階（ＢＣＧ予防接種は、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、受付場
所を変更しています。詳しくはお問い合わせいただくか、市ホームページをご覧ください） 費用…無料
問い合わせ・相談…子どもすこやか室（市役所別館２階）σ７２４・６７６８φ７２１・９９０７

事 業 名

18

17

24日
（日）13:30～15:30
受付13:00から
訪問日は事前に郵便で通知し
β
生後2カ月頃の赤ちゃん
（助産師などの訪問
ます
（転入などで届かない場合
を受けたかたを除く）
はご連絡ください）
随時受付
β乳幼児の保護者
（月〜金曜日8:45～17:15）
※祝日を除く
電話、
出生連絡票（母子健康手
β生後３カ月頃までの赤ちゃん
帳に添付）
で随時受付

5月の乳幼児食育推進事業

…講師
…定員
…問い合わせ先

時 分〜４時 δ医療保健セ
ンター εむし歯予測テスト
も実施 θ母子健康手帳（未
就学児のみ） μ検診料、フッ
素塗布各１０００円 ※未就
学児のフッ素塗布は後日予約
制で行います
●歯じめて教室
β１歳〜２歳児と保護者 γ
５月 日、６月 日ω午後２

こんにちは
赤ちゃん訪問

…場所
…内容
…申込先・申込方法

５月・６月の子どもの歯
の検診

事業名

…日時・日程
…一時保育

●歯の検診・フッ素塗布
β１歳〜 歳の市民 γ５月
日ω・ 日ι・ 日λ、６月
３日・ 日ι・ 日ω午後２

5月の母子保健事業

…対象
…費用

σ723・5252

ミニイベント

園庭開放

γε13日
（水）
・お庭で遊ぼう、
19日
（火）
・ 毎週月～金曜日
誕生会、
20日
（水）
・看護師による身体測定 10:00～11:30、
いずれも10:00～11:00
15:00～17:00

紅葉夢保育園

σ72６・9614

アートチャイルドケア箕面
σ720・0234

7日
（木）
10:00〜10:45（雨天中止）

認定こども園
ひじりひがし幼稚園
σ729・1566
アスク彩都西保育園
σ749・0850

毎週木曜日（21日を除く）
10:00～11:00（雨天中止）

彩都みのり保育園
σ749・1500

毎週水曜日
10:00～11:00
毎週水・金曜日
10:00～11:00
（雨天中止）

法泉寺保育園
σ729・3319

γ29日
（金）
10:00～10:40
ε誕生会

あい保育園 牧落
σ736・9650

β１・２歳児 γ21日
（木）
10:30～11:10 毎週金曜日
ε親子リトミック
10:00〜11:30

こども園アサンプション
毎週水曜日
国際幼稚園
10:00～11:00（雨天中止） σ
722・3933
12日・19日・26日（火）、1日・
15日・29日（金）10:15〜11:45 れもんのこ彩都保育園
σ786・9044

γ16日
（土）
9:50～12:00
εふれあいスポーツデー
（要予約。
雨天時
は17日に延期）
β０～2歳児 γ14日・21日・28日
（木）
園庭
10:00～11:00 ε英語で遊ぼう、
（申込順）
遊び
（雨天時は室内） η各5人

毎月５日は少年を守る日 家にいる機会を利用して、家族みんなでいろいろな話をしましょう。
市青少年指導員連絡協議会

24

健
康

5月の出張子育てひろばのお知らせ

β未就園児と保護者 μ無料 ρおひさまルームかやのσ・φ７２３・５４３３
場所

内容

8日
（金）10:00～15:30 多文化交流センター

全

11日
（月）10:00～15:30 新稲会館

親子でおもちゃで遊

12日
（火）10:00～15:30 小野原多世代地域交流センター ぶ。
ふれあい遊びの

病

紹介、子育てに関す
るサービスの案内、
Cube3110彩都インフォ＊ミュージアム 育児相談ほか
14日
（木）10:00～15:30
（茨木市彩都あさぎ７-１）

院

おひさまDay

祉

おひさまひろば

福

おひさまひろば

安

日時

7日
（木）10:00～15:30 コミュニティセンター彩都の丘会館

13日
（水）10:00～14:00 ヒューマンズプラザ

15日
（金）10:00～13:30 とどろみの森学園
18日
（月）10:00～15:30 四中開放教室

日時

場所

内容

22日
（金）10:00～15:30 コミュニティセンター彩都の丘会館 親子でおもちゃで遊

ぶ。ふれあい遊びの
紹介、子育てに関す
27日
（水）10:00～15:30 コミュニティセンター彩都の丘会館 るサービスの案内、
育児相談ほか
28日
（木）10:00～15:30 西南図書館
26日
（火）10:00～13:30 とどろみの森学園

8日
（金）10:30～12:00 豊川支所
14日
（木）10:30～12:00 西南図書館

子育てに関するサー
ビスの案 内や育 児
相談ほか

21日
（木）10:30〜12:00 中央図書館
22日
（金）10:30〜12:00 萱野南図書館
28日
（木）10:30〜12:00 小野原図書館

税
みどり

まちづくり

5月のおひさまルームの催し

●おひさまルームかやの
（らいとぴあ21 ２階）
・おひさまルームみのお
（箕面文化・交流センター ３階） πρおひさまルームかやのσ・φ723・5433

環

β０歳児 γ13日
（水）10:00～12:00
赤ちゃんひろば
δおひさまルームかやの・みのお
（0歳児オープンスペース）
ε親子でおもちゃで遊ぶ。
ふれあい遊びの紹介ほか

境

β初妊婦、
0歳児の親子 γ26日
（火）10:00〜12:00
プレママ＆赤ちゃんひろば
δおひさまルームかやの・みのお
（0歳児オープンスペース）
ε参加者同士の情報交換。
ふれあい遊びの紹介ほか

地域創造

１歳児限定
オープンスペース

相

2歳児限定
オープンスペース

談
人権文化
生涯学習
コミュニティ

市民活動・

β2歳児 γ15日
（金）
・27日
（水）10:00～12:00
δおひさまルームかやの・みのお
ε親子でおもちゃで遊ぶ。
ふれあい遊びの紹介ほか

β０歳～未就園児 γ8日
（金）10:00～12:00
臨時オープンスペース δおひさまルームかやの・みのお
ε親子でおもちゃで遊ぶ

パパと一緒！
0歳児オープンスペース

β０歳児と父親
（母親同伴可） γ9日
（土）10:00～12:00
δおひさまルームかやの
ε親子でおもちゃで遊ぶ。
パパとのふれあい遊びの紹介ほか

β1歳児と父親
（母親同伴可） γ16日
（土）10:00～12:00
δおひさまルームかやの
ε親子でおもちゃで遊ぶ。
パパとのふれあい遊びの紹介ほか

お外で遊ぼう

β１
 歳程度～未就園児と保護者 γδ 25日（月）10:15～
11:45・当対池公園、6月12日（金）10:15～11:45・箕面北公園
ε友達同士や親子で一緒に遊ぶ ※前日までに要申込

ようこそ箕面へ！

β１年以内に市に引っ越してきた親子
γ19日
（火）10:00～11:45 δおひさまルームかやの
ε子育てについてのおしゃべりや情報交換ほか
η10組
（申込多数の場合抽選。5月12日
（火）締切）

あそびのひろば

β平成30年4月2日～９月30日生まれの子どもと保護者
γ6月9日～7月14日の火曜日10:00～11:45
（全6回）
δおひさまルームかやの
ε
親子で楽しめる遊びの紹介や参加者同士のおしゃべり、情
報交換ほか
η12組
（申込多数の場合抽選。5月26日
（火）締切）

●おひさまルームひじり
（稲ふれあいセンター内） πρおひさまルームひじりσ７３４・８858 φ７３４・８８１８
０歳児限定
オープンスペース

β０歳児
γ7日
（木）13:00～16:00、
26日
（火）10:00〜12:00
δおひさまルームひじり ε親子でおもちゃで遊ぶ

１歳児限定
オープンスペース

β１歳児 γ14日
（木）13:00～16:00
δおひさまルームひじり ε親子でおもちゃで遊ぶ

臨時オープンスペース

β０歳～未就園児
γ
14日・28日
（木）10:00～12:00
δおひさまルームひじり ε親子でおもちゃで遊ぶ

いずれもμ無料 ※申込受付は午前９時から。公共交通機関をご利用ください
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各種スポーツ体験会・教室

国際交流

●太極拳体験会
β 歳以上のかた γ ５月
日・ 日κ午前 時 分〜
午後１時 δ第二総合運動場
εゆっくりとした動きと深い
呼吸で血液の循環を良くし、
新陳代謝を上げる η各 人
（申込順） θ底が柔らかいシ
ューズ（あれば） μ各１１０
０円
●頑張
 らないで整える から
だスッキリ教室体験会
β 歳以上のかた γ ５月
日ω午前 時〜 時 δ武
道館 ε身体のゆがみを整え、
疲れにくく、けがをしにくい
身体をつくる η 人（申込
順） μ６６０円
●スト レ ス 解 消 ダ イ エ ッ ト
ボクシングエアロ体験会
β 歳以上のかた γ ５月
日ι午後０時 分〜１時
分 δ武道館 ε音楽に合わ
せてパンチやキックを繰り出
し、体脂肪を燃焼させ、スト
レスを発散する η 人（申
込順） μ６６０円
●ジュニアテニス教室
β 小 学 生 γ ① ６ 月 ６日 〜
７月 日の土 曜日②６月６日

図 書 館
意見募集
人材募集

そ の 他

〜８月１日の土 曜日午 前９時
〜 時 δ ① 第一テニスコート
② 第 二テニスコート η 各
人（ 申 込 順 ） θテニスシュー
ズ、ラケット μ 各２０８０円
いずれもθ 動きやすい服装、
タオル、飲み物 π５月７日
κから各開催場所の窓口また
は電話で（ジュニアテニス教
室は窓口でのみ受付）
ρ武道館・第一テニスコート
σ７２１・７９７９φ７２４・
４０３０、第二総合運動場・
第二テニスコートσ７２９・
４５５８φ７２８・３７７２

作品募集

25

β１歳児 γ20日
（水）10:00～12:00
δおひさまルームかやの・みのお
ε親子でおもちゃで遊ぶ。
ふれあい遊びの紹介ほか

パパと一緒！
1歳児オープンスペース

11

30

令和２（2020）年５月号

スポーツ教室

β市内在住、
在職、
在学のかた π５月７日
から各開催場所へ
（9:00～21:00。
申込順。
電話での申込不可）
（木）
ρスカイアリーナσ７２４・３４４０φ７２４・３３６０、
武道館σ７２１・７９７９φ７２４・４０３０、
第二総合運動場σ７２９・４５５８φ７２８・３７７２
※各教室とも体験可（有料）
親子体操
頑張らないで整える
からだスッキリ教室
ZUMBA
美BODY
エクササイズ
ストレス解消ダイエット
ボクシングエアロ
健美操
Bokwa
1週間の疲れを流す
～寝ころびヨガ〜
陰ヨガ
自己整体トレーニング
整体ヨガ
健康エアロ＆
リラックスヨガ
はじめての
バレエ
キラキラダンス
スクール
ベリーダンス
チアリーディング
トランポリン
カポエイラ
フットサル

エヴェッサ
バスケットボール

β２歳以上の未就園児と保護者
γ６月４日～18日の木曜日12:15～13:15
δ武道館 μ2,190円
β18歳以上 γ６月１日～29日の月曜日10:00～11:00
δ武道館 μ4,250円
β中学生以上の女性
γ６月６日～27日の土曜日19:00～20:00
δスカイアリーナ μ3,040円
β16歳以上の女性
γ６月４日～18日の木曜日19:15～20:15
δ武道館 μ2,610円
β16歳以上 γ６月３日～24日の水曜日12:30～13:15
δ武道館 μ3,400円
β30歳以上 γ６月４日～18日の木曜日13:30～14:30
δ武道館 μ2,610円
β16歳以上 γ６月１日～29日の月曜日12:45～13:30
δスカイアリーナ μ3,400円
β16歳以上
γ６月５日～26日の金曜日Ⓐ18:30～19:30Ⓑ19:45～20:45
δスカイアリーナ
μ各3,320円
（別途用具レンタル100円）
β16歳以上の女性
γⒶ６月２日～30日の火曜日12:15～13:15
Ⓑ６月３日～24日の水曜日18:55～19:55
δⒶスカイアリーナⒷ武道館 μⒶ4,800円Ⓑ3,840円
β30歳以上
γ６月３日～24日の水曜日13:30～14:30
δ武道館 μ2,920円
β60歳以上 γ６月１日～29日の月曜日14:00～15:00
δスカイアリーナ μ2,750円
βⒶ年中～小学１年生Ⓑ小学２年～６年生
γ６月１日～29日の月曜日Ⓐ15:45～16:45Ⓑ16:45～17:45
δ武道館 μ各8,100円
βⒶ年中・年長Ⓑ小学生
γ６月５日～26日の金曜日Ⓐ16:15～17:00Ⓑ17:00～18:00
δ第二総合運動場 μⒶ4,880円Ⓑ6,040円
β16歳以上の女性
γ６月１日～29日の月曜日19:00～20:00
δスカイアリーナ μ8,350円
β年中〜小学１年生
γ６月１日～29日の月曜日15:30～16:30
δ第二総合運動場 μ4,480円
β年長～小学生
（初心者）
γ６月６日～27日の土曜日9:00～10:00
δスカイアリーナ μ5,160円
β小学生以上 γ６月１日～29日の月曜日18:30～19:30
δ武道館 μ3,960円
βⒶ年中・年長Ⓑ小学1年～3年生Ⓒ小学4年～6年生
γ6月5日～26日の金曜日
Ⓐ15:30～16:30Ⓑ16:45～18:00Ⓒ18:15～19:45
δ第二総合運動場 μⒶ3,720円Ⓑ4,760円Ⓒ6,040円
βⒶⒹ小学１年～３年生Ⓑ小学４年～６年生ⒸⒻ中学生以上
γⒶⒷⒸ６月５日～26日の金曜日
Ⓐ16:30～17:50Ⓑ18:00～19:20Ⓒ19:30～20:50
ⒹⒻ6月3日～24日の水曜日Ⓓ16:30～17:50Ⓕ19:30～20:50
δⒶⒷⒸスカイアリーナⒹⒻ第二総合運動場
μ各7,280円

陸上

対象

5月・日時

年長〜小学３年生 16日
（土）
10:00〜10:50
小学３〜６年生

スポーツチャンバラ

場所

16日
（土）11:00〜11:50 豊川南小学校
24日
（日）10:00〜11:00
14日
（木 ）18:30〜19:30 東小学校

ボッチャ

卓球

年長〜大人

小学生以上

バドミントン
スクール

スポンジテニス

インドアテニス

テニススクール

内容

対象

バドミントン
スナッグゴルフ

5月・日時

18日
（月）
18:30〜19:30
10日
（日）13:00〜14:30

場所
東小学校

12日
（火）
10:00〜11:30 粟生南公園集合

ノルディックウォーク
大人

17日
（日）
15:00〜16:30 東小学校集合

22日
（金 ）18:30〜19:30 豊川北小学校

カントリーラインダンス

24日
（日）11:10〜12:00 豊川南小学校

カントリーラインダンス（初心者）

28日
（木）
15:30～16:30

26日
（火）18:30〜19:30 萱野東小学校

アイソメトリックトレーニング

16日
（土）
15:45〜16:45 小野原自治会館

15日
（金）18:30〜19:30 豊川北小学校

整体操

24日
（日）
15:00〜16:00 豊川南小コミセン

21日
（木）18:30〜19:30 東小学校

14日
（木）
15:30～16:30

東小コミセン

受付…15分前から 費用…大人500円、
18歳以下300円（会員は無料）
※他にボッチャ（年長〜大人）、スポンジテニス（小学生以上）、ヨーガ（大人）、バドミ
24日
（日）13:15〜14:45 豊川南小コミセン
ントン教室（小学生以上・要申込）。詳しくはお問い合わせください
28日
（木）18:30〜19:30 彩都の丘コミセン

総合型地域スポーツク
ラブ 箕面東コミスポ

ρ保健スポーツ室σ７２４・
６９９８φ７２４・６０１０

内容

卓球スクール

βⒶⒷⒸⒺⒻⒼⒾ一般ⒹⒽ小学生
γⒶ〜Ⓔ６月２日～30日の火曜日
Ⓐ9:30～11:30Ⓑ11:40～13:40Ⓒ14:30～16:30
Ⓓ17:00～18:30Ⓔ18:50～20:50
Ⓕ〜Ⓘ6月4日～18日の木曜日
Ⓕ13:00～14:45Ⓖ15:00～16:45
Ⓗ17:00～18:45Ⓘ19:00～20:45
δⒶ〜ⒺスカイアリーナⒻ〜Ⓘ第二総合運動場
μⒶⒷⒸⒺ各7,400円Ⓓ5,500円Ⓕ〜Ⓘ各4,230円
βⒶⒷⒹ一般Ⓒ小学生Ⓔ初・中級Ⓕ上級
γⒶ〜Ⓓ６月１日～29日の月曜日
Ⓐ13:00～14:45Ⓑ15:00～16:45
Ⓒ17:00～18:45Ⓓ19:00～20:45
ⒺⒻ6月4日～18日の木曜日
Ⓔ8:45～10:00Ⓕ10:15～11:45
δⒶ〜ⒹスカイアリーナⒺⒻ第二総合運動場
μⒶ〜Ⓓ各6,550円Ⓔ4,890円Ⓕ6,420円
βⒶ年中・年長Ⓑ小学生
γ６月５日～26日の金曜日Ⓐ15:30～16:30Ⓑ16:45～17:45
δスカイアリーナ
μ各4,880円 ※ラケットの無料レンタルあり
βⒶ18歳以上の初心者Ⓑ18歳以上の初級者
Ⓒ小学生（スポンジボール）
ⒹⒻ小学４年〜中学生（ミディボール）
ⒺⒼ中学生以上の初心者
γⒶ〜Ⓔ６月１日～29日の月曜日
Ⓐ12:30～14:00Ⓑ14:10～15:40Ⓒ16:00～17:00
Ⓓ17:10～18:10Ⓔ19:00～20:30
ⒻⒼ6月3日～24日の水曜日
Ⓕ18:10～19:10Ⓖ19:20～20:50
δスカイアリーナ
μⒶⒷⒺ各7,250円ⒸⒹ各6,100円
Ⓕ4,880円Ⓖ5,800円
※ラケットの無料レンタルあり。ⒶⒷⒺⒼは硬式
βⒶⒻ初心・初級ⒷⒺ中級Ⓒジュニア初心Ⓓジュニア
γ６月１日～７月20日の月曜日
Ⓐ９:30～10:30Ⓑ10:30～12:00Ⓒ16:30～17:30
Ⓓ17:30～18:30Ⓔ18:30～20:00Ⓕ20:00～21:00
δ第二総合運動場
μⒶⒸⒹⒻ各11,040円ⒷⒺ各14,800円
βⒶⒻ中級ⒷⒺ初心・初級Ⓒジュニア初心Ⓓジュニア
γ６月３日～７月22日の水曜日
Ⓐ９:30～11:00Ⓑ11:00～12:00Ⓒ16:30～17:30
Ⓓ17:30～18:30Ⓔ18:30～19:30Ⓕ19:30～21:00
δ第二総合運動場
μⒶⒻ各14,800円Ⓑ〜Ⓔ各11,040円
βⒶⒺ初心・初級ⒷⒻ中級Ⓒジュニア初心Ⓓジュニア
γ６月５日～7月31日の金曜日
Ⓐ９:30～10:30Ⓑ10:30～12:00Ⓒ16:30～17:30
Ⓓ17:30～18:30Ⓔ18:30～19:30Ⓕ19:30～21:00
δ第二総合運動場
μⒶⒸⒹⒺ各11,040円ⒷⒻ各14,800円
βⒶⒸ初心・初級ⒷⒹ中級
Ⓔジュニア初心者（小学1年～4年生）
γ６月４日～18日の木曜日
Ⓐ９:30～10:30Ⓑ10:45～12:15Ⓒ12:45～13:45
Ⓓ14:00～15:30Ⓔ16:00～17:00
δ第一テニスコート
μⒶⒸⒺ各4,140円ⒷⒹ各5,550円

26

健

安

全

祉

病

院

※小学生は保護者同伴。
他にチアリーディング
（年長～小学6年生）
。
詳しくはお問い合わせください

境

地域創造

相

郵送または持参 賞…最優秀
賞１点（ポスターに使用）
、優
秀賞３点、各賞５点（滝ノ道
ゆずる賞、ほのぼの賞など）
。
受賞者に賞品、応募者全員に
参加賞 ※受賞作品の著作権
は同まつりに帰属します。詳
しくは同まつりホームページ
をご覧ください 受賞作品展
示…γ７月 日ν・７月 日
τ δメイプルホール
ρ同まつり事務局σ７２４・
９２０１φ７２４・９２０３

談

人権文化

生涯学習

30

コミュニティ

市民活動・

国際交流

30

子 ど も

スポーツ

ロナウイルスの感染拡大を防
止するため中止としていまし
たが、ご意見をいただくなか
で、路線エリアごとの状況説
明及び対応が必要と考え、改
めて実施することにしました。
説明会の実施は、日時が決
定次第、市ホームページでお
知らせします。
案の閲覧…６月 日αまで、
まちづくり政策室、市役所行
政資料コーナー、豊川・止々
呂美支所、箕面文化・交流セ
ンター、市ホームページ
※５月７日κ以降は、開館状
況により中央・東・西南生涯学

図 書 館

意見募集

人材募集

そ の 他

習センター、みのお市民活動
センター、西南・桜ヶ丘・萱
野南・小野原図書館、第二総
合運動場でも閲覧可 意見の
提出…６月 日α（消印有効）
までに同室（〒５６２ ︱００
０３西小路４ ︱６ ︱１）へ郵
送、電子メール、ファクスま
たは閲覧場所の窓口に書面で
提出
ρ同室σ７２４・６８１０φ
７２２・２４６６

作品募集
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スポーツのつどい中止
のお知らせ
新型コロナウイルスの感染
拡大を受け、５月６日√まで
全種目を中止します。また、
次
のつどいは、各種大会及び行
事などのため中止します。
●スカイアリーナ▽バドミン
トン・５月 日ν ●第二総
合運動場▽バドミントン・５
月９日ν
ρ同アリーナσ７２４・３４
４０φ７２４・３３６０、同
運動場σ７２９・４５５８φ
７２８・３７７２

みどり
まちづくり

環

新たな都市計画道路網
（案）
に関するパブリックコメント
のエリアの分割と説明会に
ついて

19

箕面まつりポスター原画

18

もみじだより３・４月号で
お知らせした同パブリックコ
メントについて、次の路線エ
リアに分割し、６月 日αま
で意見を募集します。
路線エリア…①瀬川新稲線、
田村橋通り線、桜井石橋線②
芝如意谷線、箕面池田線〜萱
野東西線間③萱野東西線〜国
文都市４号線間④山麓線〜茨
木箕面丘陵線間
また、同パブリックコメン
トに関する説明会は、新型コ

23

応募資格…市内在住、在学の
中学生以下 規格… ㎝×
㎝の八つ切り画用紙（縦長）１
人１点（文字は不要。テレビ、
雑誌に登場するキャラクター
など、著作権のあるものは使
用不可） 応募方法…原画の
裏に住所、氏名、年齢、電話
番号、学校名、学年を記入し、
５月 日λ（必着）までに箕面
まつり事務局（〒５６２ ︱０
０ ０ １ 箕 面 ６ ︱３ ︱１ み の
おサンプラザ１号館５階）へ
税

27

600円
600円
100円
600円
600円

福

38

無料

総合型地域スポーツク
ラブ 箕面ＳＣ

対象
内容

年会費…大人４０００円、中
学生以下３０００円（保険料
込）
ρ保健スポーツ室σ７２４・
６９９８φ７２４・６０１０
康

災害時の情報は、タッキー８１６（ＦＭ８１．６ＭＨｚ）で！

27

29

300円
700円
萱野東小学校
彩都の丘コミセン

初回体験
大人200円、
中学生以下100円
場所
費用
（１回）
彩都の丘コミセン
大人500円、中学生以下300円
萱野東小学校
大人400円、中学生以下300円
第五中学校
大人300円、
中学生200円
萱野東小学校
1000円
1000円
彩都の丘コミセン
300円
1000円
1000円
みのお市民活動
センター
5月・日時
17日・31日
（日）9:15～9:45
23日
（土）9:15～9:45
小学4年生以上 毎週火曜日（５日を除く）19:00～20:50
バドミントン
毎週月曜日（４日を除く）19:00～20:50
フットサル
中学生以上
エアロビート
23日
（土）10:40～11:40
コンディショニング
17日・31日
（日）10:40～11:40
高校生以上
ゴスペル
25日
（月）14:00～15:30
優しいヨガ
21日
（木）19:00～20:00
初心者向けピラティス
15日・29日
（金）13:30～14:30
21日
（木）18:00～18:45
大人
15日・29日
（金）14:40～15:25
ひめトレ
（骨盤底筋トレーニング）
23日
（土）9:50～10:35
25日
（月）13:10～13:55
小学生以上

体幹ストレッチ

…講師
…定員
…問い合わせ先
…場所
…内容
…申込先・申込方法
…日時・日程
…一時保育
…対象
…費用
記号の説明
…持ち物

令和２（2020）年５月号

支援教育介助員（会計年
度任用職員）

７２７・６９２０

箕面まつりボランティ
アスタッフ

β 高校生以上 γ ７月 日
ν・ 日τ午後３時〜９時
分（ 日は午後９時まで） δ
ときめき広場（芦原公園一帯）
ε同広場でのごみの分別及び
管理 π各公共施設に設置の
応募用紙を６月 日λ（消印
有効）までに箕面まつり事務
局（〒５６２ ︱０００１箕面
６ ︱３ ︱１ み の お サ ン プ ラ
ザ１号館５階）へ郵送、ファ
クスまたは持参。同まつりホ
ームページからも応募可
ρ同まつり事務局σ７２４・
９２０１φ７２４・９２０３

教育長決まる

４月１日ι、教育長に藤迫
稔さんが就任しました。藤迫
さんは２期目で、任期は３年
間です。

30
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選挙管理委員会事務局と
監査委員事務局の移転

員会事務局と監査委員事務
局が総合保健福祉センター
２ 階 に 移 転 し ま す。 移 転 後
は、電話・ファクス番号が次
のとおり変わります。
選挙管理委員会事務局…σ
７２７・９５６１、監査委員
事務局…σ７２７・９５７８
いずれもφ７２７・９５７９
ρ営繕室σ７２４・６７１９
φ７２２・２４６６

市長選挙・市議会議員選
挙の立候補予定者説明会

８月 日τ執行予定の市
長選挙及び市議会議員選挙
の立候補予定者説明会は、次
のとおりです。
なお、新型コロナウイルス
の感染拡大防止のため、出席
者は立候補予定者１人につ
き２人までです。 ※説明会
は、市長選挙・市議会議員選
挙を合同で行います
γ ６月 日κ午後１時 分
δ総合保健福祉センター
ρ 選挙管理委員会事務局σ
７２４・６７６３φ７２４・
６８５９（５月 日ω以降は
σ７２７・９５６１φ７２７・
９５７９）

30

26

５月 日ωに、選挙管理委

11

職務内容…市立小・中学校の
支援学級に在籍する児童・生
徒の身辺自立のための生活介
助、安全確保、学習のサポー
トほか 応募方法…人事室に
設置の申請書（市ホームペー
ジからダウンロード可）を人
権施策室へ（縦４・５㎝×横
３・５㎝の写真１枚必要） 任
用…面接により随時
ρ人権施策室σ７２４・６９
２１φ７２５・８３６０

15

20

23

25

英語・中国語の翻訳・編
集ボランティア
β次の全ての条件を満たすか
た①月に１〜２回、平日昼間
の会議に出席可能②パソコン
操作（ワード・エクセルなど）
ができる③日本語で編集作業、
メールができる ε 市のお
知らせを外国人市民に伝える
多言語情報誌「みのおポスト」
の編集・翻訳（英語・中国語）
作業 ※翻訳などには謝礼あ
り 説明会…γ５月 日λ午
後１時 分、５月 日ι午前
時（いずれか１日に必ず参
加） δ多文化交流センター
πρ５月 日κまでに国際交
流協会σ７２７・６９１２φ
10

19 19

11

30

14

次の全ての条件を満たすかた
①手話通訳士または府手話通訳者または他の都道府県登
録手話通訳者の資格を有する
②パソコン操作（ワードなど）
ができる
③障害福祉に理解と熱意がある
手話通訳業務員・１人
（会計年度任用職員）

市職員

主任ケアマネジャー・若干名 昭和35年４月２日以降生まれで、主任介護支援専門員の
（任期付職員）
資格を有するかた

πエントリーシートを人事室
（〒５６２ ︱０００３西小路
４ ︱６ ︱１）へ簡易書留郵便
※国籍は問いません。申込方
法など詳しくは、募集案内を
ご覧ください
ρ同室σ７２４・６７０７φ
７２３・２０９６

昭和３5年４月２日以降生まれで、次のいずれかに該当する
かた
①大学で、社会学、芸術学、体育学、教育学、心理学、社会福
祉学のいずれかを履修し卒業
放課後児童支援員・４人
（任期付短時間勤務職員） ②高卒以上で、児童福祉事業に２年以上従事した経験がある
③保育士・社会福祉士資格、
教員免許
（幼稚園・小・中・高等
学校）
を有する
④その他（詳しくは募集案内をご確認ください）
申込期限…５月11日
（月）
（必着）
普通自動車運転免許を有し、次のいずれかの資格・経験を
※試 験日は別途お知らせ
有するかた
します
①福祉事務所において生活保護事務に係る経験が３年以上
生活保護面接相談員・１人
②社会福祉行政または社会福祉施設における相談業務、
ま 合格発表…５月中旬
（会計年度任用職員）
たはその他社会福祉に係る相談業務の経験が３年以上
採用予定…６月１日
（月）
③社 会福祉士または精神保健福祉士の資格を有し、社会
福祉または医療に関する相談業務の経験が１年以上

募集案内及びエントリーシー
トなど…市ホームページでダ
ウンロード。市役所でも配布
（水）
申込期限…５月27日
（必着）
※試 験日は別途お知らせ
します
ケアマネジャー・若干名 昭和35年４月２日以降生まれで、介護支援専門員の資格を 合格発表…６月上旬
（任期付職員）
有し、実務経験が１年以上あるかた
採用予定…７月１日
（水）
申込期限など
受験資格
職種・人数

…講師
…定員
…問い合わせ先
…場所
…内容
…申込先・申込方法
…日時・日程
…一時保育
…対象
…費用
記号の説明
…持ち物

市民安全政策室σ７２４・６７５０φ７２４・６３７６

28

市では、小学校（北小校区はメイプルホール、萱野北小校区は第二中学校）を災害時の避難所としています

健

康

〜箕面逸品を日々の暮らしに〜
全

箕面逸品

アイスゆず茶

もみじフィナンシェ
祉

病

箕面逸品とは、
箕面ならではの商品のことです。
特産
品のゆずを使用したお茶や名物のもみじにちなんだ
スイーツなど、
おいしいものがたくさん！他にも、
箕面
の魅力が感じられるさまざまな逸品があります。
福

ρ箕面FMまちそだて株式会社 σ724・5151 φ721・1788 machi.minoh.net

その数なんと150種類以上！
院

マイナンバーカード・電子証
明書関連手続きの臨時休止

５月２日νの終日、システ
ムのメンテナンスのため、マ
イナンバーカード（個人番号
カード）及び電子証明書関連
の手続きを臨時休止します。
市役所でのマイナンバーカ
ード（個人番号カード）の交
付、暗証番号の変更、電子証
明書の発行・更新、引っ越し
に伴う継続利用などの手続き
はできません。
ρ戸籍住民異動室σ７２４・
６７２５φ７２４・０８５３

コンビニ交付を臨時休
止します

まちづくり

みどり

環

境

地域創造

相

５月２日ν〜６日√の終日、
システムメンテナンスのため、
コンビニエンスストアでの住
民票の写しなどの証明書交付
サービスを休止します。
なお、５月６日√まで証明
書発行拠点（図書館など）でも
証明書交付サービスを休止し
ています。５月２日νは、市
役所では通常どおり交付しま
すので、申請には本人確認書
類をお持ちください。印鑑登
録証明書の申請には、印鑑登
録証（磁気カード）が必要で
す。
税

ρ窓口課σ７２４・６７２６ よる申請についてはお問い合
わせください。
φ７２４・０８５３
なお、コンビニ交付を利用
した場合は有料となります。
コンビニでマイ ナンバー
ρ窓口課σ７２４・６７２６
入り住民票の写しを交付
φ７２４・０８５３、課税・
納税証明について…税務課σ
４月から、全国のコンビニ
７２４・６７０９φ７２３・
エンスストアでマイナンバー
５５３８
入り住民票の写しが取得でき
るようになりました。
テイクアウト店紹介ホー
利用者証明用電子証明書入
ムページを開 設しました
りのマイナンバーカード（個
人番号カード）があれば、コ
新型コロナウイルスの感染
ンビニエンスストアに設置さ
拡大の影響を受けている市
れているマルチコピー機（キ
オスク端末）で取得できます。 内飲食店と、外出自粛中の市
ρ窓口課σ７２４・６７２６ 民を応援するため、テイクア
ウトやデリバリーが可能な飲
φ７２４・０８５３
食店を紹介するホームページ
新型コロナウイルス関連の 「箕面テイクアウトごはん」を
開設しました。次のＱＲコー
証 明 書を無 料 発 行します
ドからアクセスできます。

人権文化

生涯学習

コミュニティ

市民活動・

国際交流

子 ど も

スポーツ

また、ホームページに掲載
を希望する飲食店を随時募集
しています。箕面ＦＭまちそ
だて株式会社へお申し込みく
ださい（掲載料は無料）
。
ρ同社σ７２４・５１５１φ
７２１・１７８８、箕面営業
室σ７２４・６７２７φ７２
図 書 館

新型コロナウイルスの感染
拡大の影響により、貸付や融
資などを利用する際、手続き
に必要となる各種証明書の発
行手数料を無料にします。
対象となる証明書…住民票の
写し、住民票記載事項証明書、
印鑑登録申請、印鑑登録証明
書、課税証明書、納税証明書
申請は、市役所、豊川・止
々呂美支所の窓口をご利用く
ださい（申請時に用途・提出
先をお伝えください）
。郵送に
談

２・７６５５

洗車は汚水処理ができる
場所を利用してください

意見募集

人材募集

そ の 他

自宅で洗車し、洗剤をすす
いだ水が側溝に流れてしまう
と、汚水処理がされないまま
川へ流れてしまいます。水質
汚濁や悪臭の原因になります
ので、洗車はガソリンスタン
ドや洗車場など、排水設備が
整った場所を利用してくださ
い。
ρ下水道室σ７２４・６７５
３φ７２２・７４１３

作品募集

広告の申込は、箕面ＦＭまちそだて㈱（σ７２８・３２１０）へ

詳しくは、箕面逸品の
ホームページをご覧ください。 箕面逸品
箕面産ゆずの爽やかな
香りで気分一新！

もみじの形をした、
バター
たっぷりの焼き菓子

取扱店舗は
このタペストリーや
のぼりが目印！

もみじパフェ
安
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QRコード

もみじの天ぷらをトッピ
ングした和風パフェ

令和２（2020）年５月号

記号の説明
…持ち物

…対象
…費用

…日時・日程
…一時保育

…講師
…定員
…問い合わせ先

委託先

指定代理納付者が行う事務の範囲

インターネットを利用した 市・府民税（普通徴収）、固定資産税・都市計画税、軽自動車税（種別割）、国民健康保険料
クレジットカードによる収納 （普通徴収）、インターネット上における公有財産売却の一般競争入札に係る入札保証金
インターネットを利用した
クレジットカード、携帯キャ
ふるさと寄附金（みんなの箕面の緑の寄附金）
リア、Amazon Pay、PayP
al及びメルペイによる収納

σ728・3210 φ728・3733 fm.minoh.net

みのたんらじお
放送日時
5月 2日㊏
5月 9日㊏
5月16日㊏
5月23日㊏
5月30日㊏

毎週土曜日午前11時から
メイプルホールロビーほかから生放送

ゲスト・内容
箕面自転車大使 平野由香里さん
学校ボランティアに関わるかた
箕面ＢＭＸ大使 志賀勇也さん
箕面観光ボランティアガイド 田中寛さん
市国際交流員 クラウディア・オセゲダさん

ゲストコーナーはホームページからライブ映像がご覧いただけます

番組紹介 FM81.6MHz

新型コロナウイルスに関する最新情報を
タッキー816で連日放送中！

21

ラジオ・スマホ・パソコンで
お聴きいただけます
ラジオの周波数を
RADIO

新型コロナウイルスに関する最新情報を、
タッキー
816
（FM81.6メガヘルツ）
で月〜金曜日は１日３回、
土・
日曜日は１日２回放送しています。
ぜひ、
お聴きください。

放送時間（いずれも３〜５分程度）

月〜金曜日 午前９時40分、正午、
午後５時20分
土曜日 午前11時50分、
午後４時
日曜日

午前10時、午後０時55分

箕面グリーンロード料金
割引社会実験について

10

31

だくか、市ホームページまた
は同室に設置の案内をご覧く
ださい。
ρ同室σ７２４・６９９８φ
７２４・６０１０

ρ競艇事業局企画室
σ７２４・６７２１
開催中…σ ６６８２・６２５０

三井住友カード㈱、㈱ジェーシ
ービー、㈱池田泉州JCB、㈱池
田泉州DC、㈱トラストバンク

ベガ・ムジーク 演奏と
歌声広場

5月16日
（土）
～20日
（水）

指定代理納付者
ヤフー㈱

γ５月 日κ午後１時〜２時
δ総合保健福祉センター ε
ピアノ、ギター、フルートの演
奏ほか μ無料 ※申込不要
ρ健康福祉政策室σ７２７・
９５１２φ７２７・３５３９

第５４回しぶき杯競走

ヒューマンズプラザの
おもちゃ病院

日刊スポーツ盾争奪

γ６月６日ν午前 時〜正午
δ同プラザ ε簡単なおもち
ゃの修理 μ無料
ρ同プラザσ７２１・４８０
０φ７２１・３５０１

箕面市主催ボートレース
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令和３年３月 日まで、普
通 車 ４ ２ ０ 円（ 通 常 ６ ３ ０
円）
、軽自動車３６０円（通常
５２０円）とし、利用促進効
果を検証する社会実験を継続
します。
詳しくはお問い合わせいた
だくか、大阪府道路公社ホー
ムページをご覧ください。
ρ同公社総務企画課σψ６９
４１・２５１１、交通政策室
σ７２４・６７４６φ７２２・
７６５５

「箕面新稲の森」
土地活用
についてのアイデア募集

「箕面新稲の森（新稲２丁
目）
」の土地活用について、ア
イデアを募集します（事業者
からは管理運営に係る意向に
ついても募集）
。
活用面積…上段約１５００㎡
及び下段約４５００㎡（上・
下段の高低差約８ｍ） 応募
様式…様式は自由。市ホーム
ページから応募用紙のダウン
ロード可 応募方法…８月
日ωまでに保健スポーツ室へ
ファクス、電子メールまたは
窓口で
詳しくはお問い合わせいた
31

しています。
委託期間…４月１日〜令和３
年３月 日
ρ会計室σ７２４・６７５４
φ７２４・６９３１

市・府民税（普通徴収）、固定資産税・都市計画税、軽自動車税（種別割）、国民健康
㈱電算システム
保険料（普通徴収）、介護保険料（普通徴収）
のコンビニエンスストアによる収納
牧落・桜井駐輪場における放置自転車などの移動保管手数料
シルバー人材センター
箕面駅周辺の放置自転車などの移動保管手数料
㈱ホープ
箕面都市開発㈱、メイプル文化財団、シルバー人材センタ
ー、暮らしづくりネットワーク北芝、国際交流協会、リリーフ
第四中学校開放教室、西南図書館、総合保健福祉センターの使用料
みのお、市民活動フォーラムみのお、美津濃㈱、㈱パソナ
犬の登録手数料、狂犬病予防注射済票の交付手数料
箕面市獣医師会
らいとぴあ21
暮らしづくりネットワーク北芝
徴 住民票の写し、住民票記載事項証明書、
多文化交流センター
国際交流協会
収 印鑑登録証明書、課税証明書の交付手数料 みのお市民活動センター
市民活動フォーラムみのお
東生涯学習センター
メイプル文化財団
評価・課税・納税証明書及び資料複写の交付手数料、公募閲覧手数料、住宅用家屋証明書申請手数料、臨時運
行許可手数料、パスポートの交付に係る費用、通知カード再交付手数料、市・府民税、法人市民税、固定資産税・
㈱パソナ
都市計画税、軽自動車税（種別割）、ふるさと納税徴収事務、戸籍証明書、住民票の写し（広域交付含む）、住民票
記載事項証明書、印鑑登録証明書、後見保佐証明書、破産証明書、印鑑登録証及び犬の登録に対する手数料
埋火葬証明書発行手数料、産汚物等取扱手数料、霊園使用許可証再交付手数料、
太陽築炉工業㈱
合葬式墓地使用料、記名板使用料
ふるさと寄附金（みんなの箕面の緑の寄附金）
のインターネットを利用したコンビ
㈱エフレジ、㈱トラストバンク
ニエンスストア、
ネットバンキング及びＡＴＭ
（ペイジーを含む）
による収納

市歳入金の徴収・収納事
務委託などについて

市では、次の表のとおり市
歳入金の徴収・収納事務を委
託し、指定代理納付者を指定

委託事務の範囲

…場所
…内容
…申込先・申込方法

FM 81.6MHz

に合わせてください。

fm.minoh.net から
SMART
PHONE

タッキー816を
今すぐ

聴く
Listen

！
ック
クリ

PC

の輪の切り株の上の物語〜」
出演者

市広報紙「もみじだより」が届かないときや、視覚障害のあるかたで声の広報（カセットテープ版、CD版、デイ
ジー版）または点字広報を希望されるかたは、箕面FMまちそだて㈱（σ７２８・３２１０φ７２８・３７３３）へ
連絡してください。
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