令和２（2020）年11月号

もみじだより11月号の情報は10月20日
（火）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に関する各種

・文化芸能劇場の予約受付開始につ
いて

・ＤＶ被害で悩んでいませんか？

・ぜひ自治会にご加入ください！

・妊婦や受験生などにインフルエン
ザ予防接種を助成
・毎月５日は少年を守る日

月の乳幼児食育推進事業

月の母子保健事業

・教育委員会の活動報告

・
・

・ひとり親世帯臨時特別給付金の申
月の子どもの歯の検診

月は「児童虐待防止推進月間」

月・

請について
・
・
です

・「 児 童 手 当 ・ 特 例 給 付 支 払 通 知 書 」
の記載誤りについて

月巡回日程

・青少年健全育成推進功績功労者を
ご推薦ください

・移動図書館みどり号

・滝道・聖天橋横にＭＩＮＯＨ︲ｋａｎ
ｋｉａｎが完成！

月は駅前放置自転車クリーンキ

みください！

・お得なマイナポイントをお申し込
・

ャンペーン月間
意を！

・水道局を名乗る不審な電話にご注
・ Ｆａｃｅｂｏｏｋ 「 箕 面 市 長 タ イ ム
ズ」がスタート！
入山には

・計量器定期検査のお知らせ
・もうすぐ狩猟期間です

・運動トレーナーによるシニア向け
体操指導

・パワープレート講習会
・からだの健康セミナー

・「 歳 末 特 別 警 戒 部 隊 合 同 発 隊 式 」
中止のお知らせ

・箕面１日ハローワーク
・国際交流協会の催し

・メイプルホール・グリーンホール
の催し

からのお知らせ
・らいとぴあ

・スマートフォン初 心 者 向け体 験 講 座
の労働問題」

・市民企画講座「コロナ禍での女性

フィリ

・ベトナム文化を知ろう！阪大生が
見た生きた学び
ピン編

・マンスリー多文化サロン

月の保育園ミニイベント・園庭
開放

・

月のおひさまルームの催し

・遊びにおいでよ！幼稚園へ
・
・

月の出張子育てひろばのお知らせ
・教学の森イベント
・ぽんぽんファミリーひろば

・箕面止々呂美 森
･町ハーフマラソン
を中止

箕面

箕面

・スポーツのつどい中止のお知らせ
・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
・スポーツ教室
・各種スポーツ体験会

・防火作品（図画・習字）の展示

演奏と歌声広場

・ヒューマンズプ ラザのお も ちゃ病 院
・市戦没者追悼式
・ベガ・ムジーク

・ゆず収穫サポーター隊募集

・第

Ｓｐｏｒｔｓ！プロ

参加者募集

回みのお選抜美術展

期間を延長しています

・「 お に ぎ り ラ ン チ 」 の 写 真 の 募 集

・令和３年度小・中学校講師登録

（ 会計年度任用職員 ）
・ 支援教育介助員

・市立病院職員（会計年度任用職員）

・市職員

ジェクト

・Ｅｎｊｏｙ

童募集

・令和３年４月保育施設新規入園児
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支援制度
・更生保護サポートセンターをご利
用ください
月は国民年金制度推進月間です

・ミニおせち料理の配食
・
医療証の更新

・重度障害者医療証・ひとり親家庭

月９日

・ジェネリック医薬品を利用してみ
月９日は１１９番の日

ませんか
・
日

・秋の全国火災予防運動
〜
・放火防止対策について
・市消防訓練のお知らせ
・ブロック塀などの撤去・新設補助
金交付の申請
・建築士による住宅の耐震・リフォ
ームの個別相談
・年金なんでも相談
・各種相談窓口

・おおさか依存症土日ホットライン

・大阪被害者支援アドボカシーセン
ターの電話相談
・都市景観審議会
・徴収猶予の特例制度について
・固定資産税の減額について
・スマホでの確定申告が便利です
・大日駐車場がゲート式駐車場（有

ご注意ください
・タッキー８１６番組紹介
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・箕面市主催ボートレース

午前11時50分、
午後４時
午前10時、
午後０時55分

土曜日
日曜日

料）になりました
・ 箕 面ドライブウェイの一方 通 行 規 制

・アンチエイジングセミナー

放送時間 月～金曜日 午前９時40分、正午、午後５時20分

いずれも
３～５分程度

・都市計画変更案の縦覧
月

・再生資源のキャラバン回収
月・

み・大型ごみの収集日

市の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。
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19

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！
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・ペットボトル・不燃ごみ・危険ご
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新型コロナウイルスに関する各種支援制度

※詳しい内容や最新の情報は市ホームページ
（QRコードからアクセス）
をご覧ください

収入減や、休業・失業により、生活資金などでお困りのかたへ

給付
■住居確保給付金について

離職・収入減により住居を失った、
または失う恐れが高いかたに、就
職活動を行うことなどを条件に、賃貸住宅の家賃相当額を一定期間
支給します。
ρ総合保健福祉センター（生活相談窓口）σ727・9515φ727・3539

■修学支援新制度について

家計が急変した大学・専門学生などに対し、授業料の減免または返
済不要の奨学金を支給します。
⃝減免について…通学している学校へお問い合わせください。
⃝奨学金について…日本学生支援機構ホームページをご覧ください。

■新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金について

４月〜９月に事業主の指示により休業した中小企業の労働者で、賃
金（休業手当）を受けることができないかたに給付金を支給します。
ρ新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター
0120・221・276

減免
■介護保険料、後期高齢者医療保険料の減免、納付について

各保険料の納付が困難なかたについて、減免や分割納付などの対
応を行います。
⃝介護保険について…
ρ介護・医療・年金室 介護保険グループ σ724・6860
⃝後期高齢者医療保険について…
ρ介護・医療・年金室 後期高齢者医療グループ σ724・6739
いずれもφ724・6040

■国民健康保険料の減免、納付について

国民健康保険料の納付が困難なかたについて、減免や分割納付な
どの相談に応じます。
⃝減免について…ρ国民健康保険室 σ724・6734
⃝納付について…ρ債権管理機構 σ724・7036
いずれもφ724・6040

■国民年金保険料の免除について

支払期限の延長
■公共料金の支払期限の延長について

各公共料金の支払いが困難なかたについて、支払期限を延長します。
⃝上下水道料金について…
ρ上下水道局 料金センター σ724・6756 φ722・7416
⃝NHK受信料について…ρ北大阪営業センター σψ6835・8001
⃝電気料金、ガス料金、電話料金について
▶ご契約の各事業者へお問い合わせください。

■国税、市税の納税猶予について

納税が困難なかたについて、
一年間の納税猶予や分割納付などの対
応を行います。
⃝国税について…ρ大阪国税局猶予相談センター 0120・527・363
⃝市税について…ρ債権管理機構 σ724・6713 φ723・5538

貸付
■緊急小口資金、総合支援資金の貸付について

生活資金でお困りのかたに、無利子・保証人不要で貸付を行います。
ρ社協貸付担当 σ749・1575 φ727・3590

証明書の無料発行
■新型コロナウイルス関連で必要となる証明書の手数料
無料化について

新型コロナウイルス関連で必要となる各種証明書について、発行手
数料を無料にします。
⃝住民票、印鑑登録について…ρ窓口課 σ724・6726 φ724・0853
⃝課税・納税証明について…ρ税務課 σ724・6709 φ723・5538

届出期間の延長

■年金の支給に関する届け出の提出期限の延長について

現況届などの提出が遅れた場合も、
年金、
年金生活者支援給付金が
受けられます。
ρ豊中年金事務所 σψ6848・6831 φψ6854・3638
ρ介護・医療・年金室 σ724・6735 φ724・6040

国民年金保険料の納付が困難なかたについて、
保険料を免除します。
ρ豊中年金事務所 σψ6848・6831 φψ6854・3638
ρ介護・医療・年金室 σ724・6735 φ724・6040

事業者のかたへ（お問い合わせ窓口）

給付・助成

■持続化給付金について

ρ持続化給付金事業コールセンター
0120・279・292（IP電話からの場合 σ∠6832・6631）

■雇用調整助成金について

ρ大阪労働局雇用保険課助成金センター σψ7669・8900
ρハローワーク池田 σ751・2595 φ751・5848

■家賃支援給付金について

ρ家賃支援給付金コールセンター

0120・653・930

■小学校休業等対応助成金について

ρ学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金コールセンター
0120・60・3999

保証
■危機関連保証、
セーフティネット保証4号、
セーフティネッ
ト保証5号について
ρ大阪信用保証協会 σψ6260・1730

市民のみなさんへ（お問い合わせ窓口）

■新型コロナウイルスに関する受診相談について
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息苦しさ
（呼吸困難）
、
強いだるさ
（倦怠感）
、
高熱などの症状がある場
合や、妊婦や高齢者、
基礎疾患がある、透析を受けている、
免疫抑制
剤や抗がん剤を使用しているかたで、発熱や咳などの比較的軽い風
邪の症状がある場合はご相談ください。
ρ新型コロナ受診相談センター専用ダイヤル σψ7166・9911
φψ6944・7579（24時間対応。土・日曜日、
祝日を含む）

貸付
■新型コロナウイルス感染症特別貸付、生活衛生新型コロ
ナウイルス特別貸付、旅館・飲食店・喫茶店向け衛生環
境激変対策特別貸付について
ρ日本政策金融公庫・事業資金相談ダイヤル
平日： 0120・154・505
土・日曜日、祝日： 0120・112・476、 0120・327・790

■商工中金・危機対応融資について
ρ商工組合中央金庫相談窓口

0120・542・711

■新型コロナウイルス対策マル経融資について
ρ箕面商工会議所 σ721・1300 φ721・1305

※または、
日本政策金融公庫の各支店へお問い合わせください

その他
■新型コロナウイルス感染症対応緊急資金等の認定書の
発行について
ρ箕面営業室 σ724・6727 φ722・7655

■その他、新型コロナウイルスに関する全般的なお問い合
わせについて
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）

令和２（2020）年11月号

運動トレーナーによる
シニア向け体操指導

ε体操ミニセミナー、運動の
相談、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
イナンバーカード、健康保険
証、運転経歴証明書など）を
お持ちください
ρ高齢福祉室σ７２７・９５
０５φ７２７・３５３９

（各 分） δ稲ふれあいセン で仕事が見つからないかた、更
ター ε トレーニングマシ
生 保 護 活 動に参 加したいかた
γ月〜金曜日午前 時〜午後
ン「パワープレート」利用の
４時（祝日を除く） δ総合保
ための事前講習会 η各６人
（申込順） θ運動できる服装
健福祉センター分館 ε保護
μ無料
司が相談を受け付け、アドバ
πρ 月 日α〜 日αに稲 イスや関係機関を紹介。更生
ふれあいセンターσ７３４・ 保護活動や就労などの情報を
８６１７φ７３４・８８１８
提供 μ無料 ※要予約
ρ更生保護サポートセンター
からだの健康セミナー
σ７２６・５４５４φ７４９・
１５６６
β 市内在住のかた γ ①
月 日ι② 月５日ν午後２
ミニおせち料理の配食
時〜４時 δ①箕面文化・交
β次のいずれかに該当するか
流センター②総合保健福祉セ
た① 歳以上の一人暮らし②
ンター ε栄養士による講義
「知れば納得！塩分と高血圧」
、
歳以上の高齢者世帯③障害
ヒガシマル醤油株式会社の社
者だけの世帯④障害者と 歳
員による講義「うすくち醤油
以上だけの世帯 γ 月 日
で減塩と素材を生かす料理」 κ正午頃 ε地域の地区福祉
η各 人（申込順） μ無料
会のボランティアが少量サイ
πρ 月 日ιから、みのお ズのおせち料理を配食 μ３
０００円 π 月 日ιまで
ライフプラザ総合窓口σ７２
に担当民生委員へ（担当民生
７・９５５０φ７２７・３５
委員が分からない場合は、社
３９
協地域福祉推進課へお問い合
わせください）
ρ社協地域福祉推進課σ７４
９・１５７５φ７２７・３５
９０
※いずれも入退室自由（お好きな時間にお越しください）

更生保護サポートセン
ターをご利用ください
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11

β市内在住の 歳以上のかた
γ 月 日κ午後１時 分、 β 犯 罪・非 行に関して悩んで
午後１時 分、午後２時 分 いるかた、 過 去の犯 歴が原 因

パワープレート講習会

10

12

11

70

11

25

11 30

βγδ次の表のとおり
11月26日
（木）
13:00～15:00

20

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

日時

アンチエイジングセミ
ナー

β市内在住の65歳以上のかた
δ東生涯学習センター

20

脳の若返りコース
δ箕面文化・交流センター

γ12月2日〜3月3日の水曜日
（全12回。
12月30日、2月3日を除く）
ε認知症予防のための体操ほか

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
かたで、通所系サービスの利
用者は参加できません）

11月19日
（木）
13:00～15:00

60

γ12月1日・8日・15日・22日
（火）
（全４回）
ε腰痛・膝痛予防のための体操ほか

πρ 月４日ιから高齢福祉
室σ７２７・９５０５φ７２
７・３５３９

β市内在住の65歳以上のかた
δ西南生涯学習センター

50

26

10

12

18

β市内在住の60歳以上のかた
δ稲ふれあいセンター

11月4日・11日・
18日・25日
（水）
9:30～16:30

対象・場所

11

腰痛・膝痛予防コース
δ東生涯学習センター

11

日程・内容
コース・場所

65

…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

80

75

11

31 75

広告の申込は、箕面ＦＭまちそだて㈱（σ７２８・３２１０）へ

12

健

月は国民年金制度推
進月間です
●国民年金とは
日本に住所がある 歳以上
歳未満の全てのかたが加入
する制度です。国民年金被保
険者には次の種別があります。
第１号被保険者…農業、自営
業、学生など、厚生年金や共
済組合に加入していないかた
（加入手続き…介護・医療・年
金室）
第２号被保険者…厚生年金や
共済組合に加入しているかた
（加入手続き…勤務先）
第３号被保険者…第２号被保
険者（ 歳未満のかた）に扶
養されている配偶者（加入手
続き…第２号被保険者の勤務
先経由年金事務所）
●ご存
 知ですか？国民年金の
任意加入制度
老齢基礎年金は、 歳から
歳までの 年間保険料を支
払えば、満額の国民年金を受
け取ることができます。
保険料の納付期間が 年に
満たない場合は、 歳〜 歳
の間に任意加入して満額の国
民年金に近づけることができ
ます。
康

福

65

祉

40

保
険
医療年金

安

相

65

全

傍

聴

税

11

地域創造

みどり

10

まちづくり

18

環

境

10

国際交流

人権文化

コミュニティ

市民活動・

生涯学習

子 ど も

スポーツ

なお、年金受給資格期間が
しましたので、提出が済んで
ジェネリック医薬品を
年未満のかたは、期間が
いないかたは提出してくださ
利用してみませんか
年になるまで（ 歳まで）任
い。提出済みのかたには、新
ジェネリック医薬品とは、
意加入することができます。
しい医療証を 月下旬に送付
従来の薬（先発医薬品）の特
また、海外在住の日本国籍
しましたので、記載内容をご
許が切れた後に販売されるも
のかたも国民年金に任意加入
確認ください。
ので、従来の薬と同じ成分・
することができます。
【医療費助成の対象者】
β次に該当するかた（所得制 効き目があると国が認めてい
●国民年金第１号被保険者の

保険料免除等
限がありますので事前にお問
るものです。従来の薬より価
免除制度（全額・３／４・半
い合わせください）
格が安いため、自己負担が軽
額・１／４）…一般のかたが、 ●重度障害者医療費助成制度
減されます。
申請により保険料を免除され
①身体障害者手帳１級または
ジェネリック医薬品に切り

２級をお持ちのかた
る制度で、所得基準（本人、配
替えるには、医師や薬剤師に
②療育手帳「Ａ」判定をお持
偶者、世帯主）があります
ご相談ください。短期間だけ

ちのかた
学生納付特例…学生のかたが、
切り替える「お試し調剤」も
③療育
申請により在学中の保険料納
 手帳「Ｂ１」判定と身体 できます。
障 害 者 手 帳をお持ちのかた
付を猶予される制度で、所得
なお、従来の薬と色や大き
④精神障害者保健福祉手帳１
基準（本人）があります
さ、形などが異なる場合があ

級をお持ちのかた
納付猶予制度… 歳未満のか
ります。また、全ての薬がジ
⑤指定難病（特定疾患）受給
たが、申請により保険料納付
ェネリック医薬品に切り替え

者証をお持ちで、障害年金
を猶予される制度で、所得基
られるわけではありません。
（または特別児童扶養手当） ρ国民健康保険に加入のかた
準（本人、配偶者）がありま
…国民健康保険室σ７２４・
１級に該当するかた
す
ρ介護・医療・年金室σ７２ ●ひとり親家庭医療費助成制 ６７３４φ７２４・６０４０、

４・６７３５φ７２４・６０
度
後期高齢者医療に加入のかた
４０
①ひと り 親 家 庭 な ど の 児 童
…府後期高齢者医療広域連合
（ 歳に達した年度末まで） 給付課σψ４７９０・２０３
重度障害者医療証・ひと
②対象児童を監護している父
１φψ４７９０・２０３０、介

り親家庭医療証の更新
または母
護・医療・年金室σ７２４・
③対象児童の養育者
６７３９φ７２４・６０４０
ρ介護・医療・年金室σ７２
４・６７３３φ７２４・６０
４０
70

50

重度障害者医療、ひとり親
家庭医療では、毎年 月１日
付で新しい医療証に更新して
います。
対象者に更新申請書を送付

10

談

「歳末特別警戒部隊合同
発隊式」中止のお知らせ

人材募集

作品募集

そ の 他

例年 月に、箕面警察署・
市消防本部が合同で行ってい
る「歳末特別警戒部隊合同発
隊式」は、新型コロナウイル
スの感染拡大を防止するため、
中止します。
ρ消防本部消防企画室σ７２
４・９９９７φ７２４・３９
９９

図 書 館

13

20

40

20

60

11

11

60

60

令和２（2020）年11月号

安心♪

New

月９日は１１９番の日

・玄関
 灯や門灯をつけて家の ρ同室σ７２４・６９４７φ
周りを明るくする
７２２・２４６６
・ポストに郵便物などをため

建築士による住宅の耐震・
ない
リフォームの個別相談
・車や
 バイクのカバーは燃え
にくい防炎品を使う
・空き
 家、車庫、物置などは γ 月 日ι午後１時〜５時
施錠する
（１組 分程度） δ市役所別
館４階会議室 ε 建築士が
火災を発見したら大きな声
木造住宅の耐震改修やリフォ
で周りに知らせ、１１９番へ
ーム・修理などの相談に対応
通報してください。
ρ消防署警防第一室・第二室 μ無料 ※要申込
σ７２４・９０９０φ７２４・ πρ審査指導室σ７２４・６
９７２φ７２２・２４６６
６４１６

市消防訓練のお知らせ

年金なんでも相談

10

傷者を無くし、財産の損失を
防ぐことです。
期間中は、事業所などにポ
スターの掲示をお願いすると
ともに、消防車両による巡行
宣伝やタッキー８１６での放
送、市ホームページなどを通
じて、火災予防を広く市民の
みなさんにお知らせします。
また、防火対象物や危険物
施設への立入検査を行い、防
火安全対策を指導します。
火災のない安全・安心なま
ちづくりのため、火気の取り
扱い・放火防止対策（次の記
事に詳しく記載）など、みな
さんのご協力をお願いします。
ρ消防本部予防室σ７２４・
９９９５φ７２４・３９９９

γ 月 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

放火防止対策について

γ 月 日ω午前 時 δ市
役所本庁舎
ご来庁の際は、ぜひご参加
ください。
ρ営繕室σ７２４・６７１９
φ７２２・２４６６

ブロック塀などの撤去・
新設補助金交付の申請

市では、ブロック塀などの
倒壊による災害を未然に防止
するため、塀の撤去や、撤去
後のフェンスなどの新設費用
を全額補助（上限 万円）し
ています。補助金交付申請を
ご検討の際には、事前に建築
室へお問い合わせください。

25

30

14

30

などを伝える
④通報
 者の名前、電話番号を
伝える
ρ 消防署通信指令室σ７２
４・５６７８φ７２４・６４
１６

秋の全国火災予防運動
月９日〜 日

「放火」及び「放火の疑い」に
よる火災は、全国的に出火原
因の上位を占めています。放
火を減らすためには、市民の
みなさん自らが、放火されな
い環境を作ることが大切です。
放火予防のために特に次の点
に注意してください。
・ごみ
 は収集日の前日（前夜）
から出さない
・家の
 周りの燃えやすいもの
（ダンボールや新聞紙など）
を片付ける

11

11

交換のめやすは10年です。

その火事を 防ぐあなたに
金メダル
月は空気が乾燥し、火災
が発生しやすい季節になるこ
とから、秋の全国火災予防運
動が「１１９番の日」の 月
９日ω〜 日τに実施されま
す。この運動の目的は、市民
のみなさんに防火の意識を高
めていただき、火災による死

16

住宅用火災警報器の
11

11

Old
15

11
「１１９番」は火災に見舞わ
れたり、救急要請が必要な場
合の緊急通報用電話です。
いざというときは、次のこ
とに注意して、慌てず落ち着
いて正確に通報してください。
①「火
 事」または「救急」と、
はっきり伝える
②住所
 ・場所を正確に伝える
（外出先などで場所が分か
らない場合は、交差点名や
近くの目標物を伝える）
③火災の場合…燃えている場

所（１階の台所など）
、煙や
炎の状況、逃げ遅れやけが
人の有無などを伝える 救
急の場合…意識と呼吸の有
無、主な症状、年齢、性別
15

10

20

11

11

…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

14

健
康

各種相談窓口

※祝日は特に記載のない限り実施しません

福

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）

祉

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

保
険
医療年金

子ども（子育てや教育など）
子育てに関する相談

ρ子育て支援センター／月～金曜日 10:00～16:00

安

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

全

児童虐待通報

相

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

談

高齢者（介護保険や福祉サービス、地域活動、虐待通報など）

傍

止々呂美・西南・南小校区

聴

箕面・西小校区
萱野・北・中小校区

税

萱野北・萱野東・豊川南小校区
東・豊川北・彩都の丘小校区

σ721・8845 φ723・5433
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

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

みどり

まちづくり

地域創造

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

ρウイズ／月～金曜日 9:00～17:00

σ・φ725・2179

環
境
国際交流
人権文化
コミュニティ

市民活動・

生涯学習

子 ど も
スポーツ

図 書 館
人材募集
作品募集

そ の 他

15

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：日本語、韓国・朝鮮語、中国語、英語、ポルトガル語
個別相談日／火曜日 11:00〜14:30
対応言語：日本語、韓国・朝鮮語、
中国語、英語（第２・４火曜日のみベトナム語、
ポルトガル語も対応）
For more detail, please contact MAFGA.

σ727・6912 φ727・6920

令和２（2020）年11月号

リアフリー改修工事を令和２
スマホでの確定申告が
年以降に行った住宅 ε改修
便利です
完了日の翌年度に、改修した
ｅ ︱Ｔａｘを利用して、ス
住宅の１００㎡の床面積相当
マホから給与所得（医療費控
分までの家屋の固定資産税の
除などの還付申告）や雑所得
３分の１を減額
（年金、副業収入など）の確定
●省エネ改修工事
β 平 成 年 １ 月 １ 日 以 前 か 申告ができます。確定申告書
ら存在し、省エネ断熱改修工
は、国税庁ホームページ「確
事（窓の断熱改修工事は必須） 定申告書等作成コーナー」の
を令和２年以降に行った住宅
専用画面から作成できます。
ε改修完了日の翌年度に、改
ｅ ︱Ｔａｘの利用には、電
修した住宅の１２０㎡の床面
子証明書の読み取りができる
積相当分までの家屋の固定資
スマホでマイナンバーカード
産税の３分の１を減額（省エ
を読み取る方法と、税務署で
ネ断熱改修工事を行い認定長
ＩＤとパスワードの発行を受
期優良住宅となった場合は、 ける方法があります。
固定資産税の３分の２を減額） 【ｅ ︱ＴａｘのＩＤ・パスワー
ド出張発行窓口】
※耐震改修工事は、他の改修
γ 月 日α午前 時 分〜
工事と合わせた減額は適用
時 分、午後１時 分〜３
されませんが、バリアフリー
時 δ市役所別館６階第２会
改修工事と省エネ改修工事を
議室 θ本人確認書類（運転
同時に行った場合は、合わせ
て３分の２の減額となります。 免許証など） ※代理人（家族
など）への発行はできません
また、所得税の減額を受けら
なお、令和２年分の確定申
れる場合もあります
告書作成会場は、新型コロナ
※令和元年以前に工事を完了
ウイルスの感染拡大を防止す
したものも固定資産税を減額
るため、早めに受付を終了し
できる場合があります。詳し
たり、入場制限を行う場合が
くはお問い合わせください
ρ固定資産税について…固定 あります。確定申告書は、
スマ
資産税室σ７２４・６７１２
ホでの作成をお勧めします。
ρ豊能税務署σ７５１・２４
φ７２３・５５３８、所得税
４１、市民税室σ７２４・６
について…豊能税務署σ７５
７１０φ７２３・５５３８
１・２４４１

10

30

30

17

45

11

11

期限が延長されました
なお、特例制度の対象になら
ない場 合でも、納 税 猶 予や分
割 納 付などの対 応 を 行ってい
ます。まずはご相談ください。
ρ債権管理機構σ７２４・６
７１３φ７２３・５５３８

50

おおさか依存症土日ホ
ットライン

20

固定資産税の減額につ
いて

10

11

13

都市景観審議会
アルコール、薬物、ギャン
ブルなど依存症に悩むかたの
γ 月 日λ午後４時 δ箕
相談を受け付けています。依
面文化・交流センター 案件
存症は、回復が十分可能な病
気です。本人や家族だけで抱 （予定）…山すそ景観保全地区
における建設行為等の審査に
え込まず、まずはご相談くだ
ついて（諮問）
、景観重要建造
さい。 電話相談…σ０５７
物の名称変更について（諮問）
０・０６１・９９９（土・日
η 人（当日先着順）
曜日午後１時〜５時）
ρ 府地域保健課σψ６９４ ρ まちづくり政策室σ７２
４・６９１８φ７２２・２４
４・７５２４、地域保健室σ
７２７・９５０７φ７２７・ ６６
３５３９

30

15

徴収猶予の特例制度に

一定の要件を満たす既存家
屋に対して、市が認めた改修
工事（自己負担額 万円以上）
を行った場合、家屋の固定資
産税が減額されます（申告書
と必要書類の提出が必要）
。
●耐震改修工事
β 昭和 年１月１日以前から
存在し、建築基準法に基づく現
行の耐震基準に適合させる耐
震補強工事を令和２年以降に
行った住 宅 ε 改 修 完 了日の
翌年度に、改修した住宅の１２
０㎡の床面積相当分までの家屋
の固 定 資 産 税の２分の１を 減
額（耐震改修工事を行い認定
長期優良住宅となった場合は、
固定資産税の３分の２を減額）
●バリアフリー改修工事
β新築から 年以上経過する
住宅で、 歳以上のかた、要
支援または要介護認定を受け
ているかた、あるいは障害の
あるかたが居住する住宅のバ
57

65

大阪被害者支援アドボカ
シーセンターの電 話 相 談

10

事件・事故の被害に遭った
ついて
かたの相談受付や、警察署な
新型コロナウイルス感染症
どへの付き添い支援などを行
の影響により、２月以降の任
っています。秘密は厳守しま
意の１カ月間において収入が
す。 μ無料 電話相談…σ
ψ６７７４・６３６５（祝日、 前年同期と比較しておおむね
年末年始を除く月曜〜金曜日
％以上減少したかたで、令
午前 時〜午後４時） 全国
和２年２月１日〜令和３年２
共通ナビダイヤル…σ０５７
月１日が納期限の市民税、固
０・７８３・５５４（年末年
定資産税、軽自動車税などの
始を除く午前７時 分〜午後
お支払いが一時的に困難な場
時）
合は、徴収猶予の特例制度が
ρ人権施策室σ７２４・６７ 受けられます。詳しくはお問
２０φ７２５・８３６０
い合わせください。 ※制度
の改正により、対象となる納
10

…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

16

健

福

祉

保
険
医療年金

府道箕面池田線

箕面駅

30

国道171号

小野原

相

談

傍

聴

地域創造

17

10

21

みどり

環

境

国際交流

人権文化

北部大阪都市計画生産緑地
地区について、都市計画変更
案の縦覧を行います。縦覧の

都市計画変更案の縦覧

11

期間中は意見書を提出するこ
とができます。
縦覧期間… 月 日λ〜 月
４日λ午前８時 分〜午後５
時 分（土・日曜日、祝日を
除く） δ公園緑地室
ρ同室σ７２４・６７４９φ
７２３・５５８１
11

45 20

コミュニティ

市民活動・

生涯学習

子 ど も

β 歳以上のかた γ 月下
旬〜 月上旬 δ止々呂美地
区のゆず農園 ε箕面の特産
せんてい
品「ゆず」の剪定や収穫の手

ゆず収穫サポーター隊
募集

12

スポーツ

11

11

30

まちづくり

15

18

12

27

11

27

10

10

ρ箕面営業室 σ７２４・６905 φ７２２・
７６５５

31

全

60

11月〜12月中旬の紅葉シーズンは、大渋滞が予想されます。
箕面公園へお越しの際は、公共交通機関をご利用ください。

10

規制区間

10

安

公共交通機関ご利用のお願い

税

円 当日最大料金…平日１０
箕面１日ハローワーク
００円、土・日曜日、祝日１
γ 月 日λ午後１時〜４時
５００円
分 ε ハローワーク池田
大 日 駐 車 場がゲート式 駐
１月・２月・３月・６月・７
のスタッフによる求人情報の
車場（有料）になりました
月・９月…午前８時〜午後
提供や就労相談、とよの地域
時・ 分３００円、午後 時
若者サポートステーションの
箕面大滝北側の大日駐車場
〜翌朝午前８時・ 分１００
専門スタッフによる就労相談、
にゲートを設置し、 月 日
円 当日最大料金…平日５０
子育て中のかたへの保育や就
νから終日有料としています。 ０円、土・日曜日、祝日１０
労相談、市社協相談員による
●駐車料金
００円
ρ箕面商工会議所σ７２１・ 生活相談ほか ξ１歳６カ月
４月・５月・８月・ 月・
１３００φ７２１・１３０５、 〜就学前（定員 人。申込順。
月・ 月…午前８時〜午後
無料。 月 日α締切）
時・ 分４００円、午後 時
箕面営業室σ７２４・６７２
●セミ
〜翌朝午前８時・ 分１００
７φ７２２・７６５５
 ナー同時開催「知って
おきたい！仕事で困ったと
きどうする!?
」
γ 月 日λ午後１時〜３
時 ε突然の失職時などに相
談できる窓口や支援メニュー
について学ぶ ζ白砂明子さ
新御堂筋
ん（一般社団法人キャリアブ
リッジ代表理事）
μ
いずれもδらいとぴあ
無料
ρ箕面営業室σ７２４・６７
２７φ７２２・７６５５

康

30

人材募集

16

作品募集

そ の 他

伝い η 人程度（申込順）
π 月２日ω〜 日ωに住所、
氏名、年齢、電話番号（あれば
携帯電話・ファクス番号、電
子メールアドレス）を農業振
興課へ電話またはファクスで。
市ホームページからも申込可
※具体的な日程は後日ご連絡
します
ρ同課σ７２４・６７２８φ
７２２・２４６６

11

図 書 館

17

北

勝尾寺

10 11

10

自動車・自転車は
上り一方通行
みのお山荘
風の杜

対象で
す

紅葉シーズンの渋滞の緩和と箕面公園の環境保全
のため、
交通規制を行います。

60

大日橋園地

γ11月の土・日曜日、
祝
日の午前９時〜午後６
時 区間…箕面ドライ
ブウェイ
（府道豊中亀岡
線）
みのお山荘 風の杜
前〜箕面川ダム下三叉
路の間を上り一方通行
にします

至高山

●規制内容

30 12

箕面ドライブウェイの一方通行規制 自転
車も

令和２（2020）年11月号

12日・26日

10日・24日

5日・19日
4日・18日
5日・19日
2日・16日
5日・19日
2日・16日

3日・17日
2日・16日
3日・17日
7日・21日
3日・17日
7日・21日

4日・18日

2日・16日

国際交流協会の催し

ペットボトル・不燃ごみ・危険ごみ・大型ごみの収集日
●チー
 ム・シカモによる 大人
がたのしむ 絵 本のせかい
γ 月 日ι午前 時〜 時
ε大人も楽しめる絵本、詩、エ
ッセーなどをペルシャ語で読
む ζサレヒ・メヌシュさん
μ５００円（茶菓子付き）

11日・25日

3日・17日

は 白島
半町

11日・25日

に 新稲
西宿

※申込不要
●映画
 「幸せの経済学」上映会
γ 月 日ν午後６時〜８時
ε 環境資源問題とローカリ
ゼーションについて取材した
ドキュメンタリー映画を上映
η 人（申込順） μ一般８０
０円、協会賛助会員及び大学
生５００円、高校生以下２０
０円、未就学児無料
いずれもδ多文化交流センタ
ー
21

10日・24日

8日・22日 せ
1日・15日 に
9日・23日
8日・22日 ひ
ほ
9日・23日 ま
み
1日・15日
3日・17日
桜ヶ丘

10日・24日

せ 瀬川
船場東

6日・20日

4日・18日

※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

森町西
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

桜井

萱野

お 小野原西
け 外院

11

桜

11

温泉町

11日・25日

11日・25日
13日・27日
さ 彩都粟生北
彩都粟生南

11月

12月

再生資源のキャラバン
回収
月・ 月

7日・21日
14日・28日
10日・24日
2日・16日
10日・24日
3日・17日
い 石丸
今宮

古紙・古布などの再生資源
を回収します。
● 月の回収日・場所… 月
日ν午前９時〜 時・豊川
南小学校正門入口付近

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

ρ環境整備室σ７２９・２３
７１φ７２９・７３３７

2日・16日
9日・23日
12日・26日
4日・18日
12日・26日
5日・19日

10

大学連携

40

●大阪大学まなびのカフェ
γ 月 日ν午後２時〜４時
ε無料アプリＺｏｏｍを使っ
た、コロナ時代の多文化共生
についての講演とパネルディ
スカッション ζ小笠原理恵
さん（大阪大学助教）
、市国際
交流員 η 人（申込順） μ
無料 ※自宅のパソコンやタ
ブレットなどでご参加くださ
い。参加方法など詳しくはお
問い合わせください
πρ同協会σ７２７・６９１
２φ７２７・６９２０

28

文化芸能劇場の予約受付
開始について

11

令和３年８月に船場東３丁
目にオープン予定の文化芸能
劇場の利用予約受付（同年８
月以降利用分）を、 月２日
ωから開始します。詳しくは
お問い合わせいただくか、同
劇場ホームページをご覧くだ
さい。
ρ劇場開業準備室σ７２６・
３０００φ７２６・１５００、
生涯学習・市民活動室σ７２
４・６７２９φ７２４・６０
１０

11

14日・28日

し 下止々呂美

9日・23日

か 上止々呂美

12月

B 火・金地区
収集地区
あ 粟生間谷西
11日・25日
粟生間谷東
い 稲
お 大字粟生間谷
9日・23日
小野原東
13日・27日

11

豊川南小学校

12

コミュニティセンター
萱野北小会館

● 月の回収日・場所… 月
日ν午前９時〜 時・萱野
北小学校正門入口付近

如意谷

11月

12

府道箕面池田線

※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

白島西

収集地区
あ 粟生外院
粟生新家

10

集積場所

集積場所

A 月・木地区
18

国道171号

萱野北小学校

ρ環境整備室 σ７２９・２３７１φ７２９・７３３７

11

11

西国街道

交番

11

コミュニティセンター
豊川南小会館

11

小野原

11

14

北

12

12

北
ルミナス
箕面の森

…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

18

つ

な

保
険
医療年金
安

は

や

く

＞0120・279・889

メール 相談（24時間受付）、チャット相談（正
午〜午後10時）は、右上のQRコードからアクセス
してください。

（女性相談員が対応）
月・水曜日午後１時〜４時
（全国共通）
人権施策室
（電話相談専用） ＤＶ相談ナビ
最寄りの相談機関へ電話を転送します。
σ７２３・３６５４

σ♯8008

全
相

ρ人権施策室 σ724・6943 φ725・8360

傍
聴
税
地域創造

日時・場所
11月1日
（日）
①14:00 ②17:00
メイプルホール大ホール
11月8日
（日）14:00
東生涯学習センター ホール
【追加公演】
11月29日
（日）14:00
西南生涯学習センター ホール
11月8日
（日）15:00
グリーンホール

11月12日㊍〜25日㊌は、
「女性に対する暴力をなくす運動」期間です。期間中、
各公共施設で
パネル展示を行うほか、
全図書館に関連図書のコーナーを設置します。

公演名
みのおエフエム開局25周年 東日本大震災復興
箕面チャリティコンサート
「人に音を、音に愛を」
出演：尾池亜美（バイオリン）、智内威雄（ピアノ）

料 金など
前売：2,000円 当日：2,500円
前売当日とも中学生以下1,000円
（全自由席）※未就学児は入場不可
500円
（全自由席）
※未就学児は入場不可
※11月７日
（土）
の公演は販売予定枚数を終
了しました

生涯学習センター ワンコイン・コンサート
ベートーヴェン生誕250周年
「永井正幸ピアノ・リサイタル」

みどり

まちづくり

環
境
国際交流
人権文化

15

11 11
29

12

子 ど も

らいとぴあ の催し

生涯学習
スポーツ

●まなびカフェ
γ① 月８日τ午後２時〜４
時② 月 日τ午後１時〜３
時 εζ①「フツーってなぁ
に？〜マイノリティーの視点
から〜」
・なかだこうじえんり
けさん（ＮＰＯ法人暮らしづ
くりネットワーク北芝スタッ
フ）②「私たちの性と生、
知ら
ないのは誰のせい？ｖｏｌ・
１〜人権を中心とした性教育
を 〜」
・ 金 ハ リ ム さ ん（ セ ク
ソロジープロジェクト） η
① 人② 人（いずれも申込

コミュニティ

市民活動・

前売：300円
（全自由席、
当日販売なし）
前売：一般2,000円
（会員1,800円）
Maple Friday Jazz Concert vol.20
11月13日
（金）19:00
当日：一般2,200円
（会員2,000円）
出演：石田ヒロキ
（ピアノ弾き語り）、高橋知道（テナーサックス）、
メイプルホール大ホール
前売当日とも大学生以下1,000円
（要学生証）
河合鉄兵（ベース）、伊波大輔（ドラム）
（全自由席）※未就学児は入場不可
第105回めいぷるごにんばやしの会
大人1,500円
（会員1,350円）
11月17日
（火）18:30
出演：桂米紫、桂吉弥、桂紅雀、桂まん我、桂ひろば
小学生700円
（会員600円）
メイプルホール大ホール
（全自由席、当日販売のみ）※未就学児は入場不可
※豪華賞品が当たるスタンプラリーあり
《身近なホールのクラシック》
一般2,000円
（会員1,800円）
12月12日
（土）14:00
DISCOVER NIPPON 箏の最先端をゆく
大学生以下1,000円
メイプルホール大ホール
出演：片岡リサ
（箏）、長谷川将山
（尺八）
、伊東信宏（司会） （全自由席）※未就学児は入場不可
第107回わかばDEきまる
大人1,500円
（会員1,350円）
12月15日
（火）18:30
出演：桂わかば、桂ちょうば、桂鯛蔵（予定）
小学生700円
（会員600円）
メイプルホール大ホール
（全自由席、当日販売のみ）※未就学児は入場不可
※豪華賞品が当たるスタンプラリーあり
＊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
箕面市青少年吹奏楽団 秋のコンサート

メイプルホール・グリーンホールからのお知らせ

談

21

人材募集
作品募集

そ の 他

順） μ①２００円（飲み物付
き）②無料
●うたごえ喫茶
γ 月 日ι午後２時 分〜
４時 εピアノ演奏で懐かし
い歌を歌う ζ田中良和さん、
小場真由美さん η 人（
月４日ιから申込順） μ ３
００円
いずれもδらいとぴあ
πρらいとぴあ σ７２２・
７４００φ７２４・９６９８

図 書 館

19

ぐ

ＤＶ被害 で
悩んでいませんか？

祉

電話相談

電話相談（24時間受付）

ドメスティック・バイオレンスなど
の暴力に悩んでいるかたの相談を
受け付けています︒
どなる︑
バカ に
する︑
物にあたる ︒
…暴力は叩く︑
蹴るだけではありません︒

福

（女性カウンセラーが対応）
火・金曜日午後１時〜４時
男女協働参画ルーム
σ７２４・６９４３

プラス

DV相談＋

相談してください！

康

※要予約

﹁つらい﹂﹁こわい﹂と思ったら

健

相 談 は 無 料 で す。秘 密 は 厳 守しま す｡

面接相談

11
18

21

21

40
11

30

令和２（2020）年11月号

合があります
πρ 月 日αまでに生涯学
習・市民活動室σ７２４・６
７２９φ７２４・６０１０

いざというとき、
あなたを助けてくれる
のは自治会です！

10

自治会に関する情報は、
市ホームページの
「自治会よろず
情報」
をご覧ください。
自治会に関する相談は自治会係へ。

11

妊婦や受験生などにインフ
ルエンザ 予 防 接 種 を 助 成

12

28

15

18

14

10

10

17

スマートフォン初心者
向け体験講座

大学連携

自治会に入って、
お互いの命を
守り合いませんか？

ρ市民サービス政策室自治会係
σ724・6179 φ723・5538

28

対象者には、 月中旬にイ
ンフルエンザ予防接種の助成
金申請書を発送しました。接
種を受ける際、送付した申請
書を市内の指定医療機関に提
出してください。
β 接 種 日 時 点（ 月 １ 日 〜
月 日）において、市内在
住で、次のいずれかに該当す
るかた①母子健康手帳をお持
ちの妊婦②平成 年４月２日
〜平成 年４月１日生まれの
かた③平成 年４月２日〜平
同センター 人（いずれも申
成 年４月１日生まれのかた
込順） μ 無料 π 月５日
助成額…１０００円（１人１
κ午前９時から同大学外国語
回限り） 接種期限… 月
学部へ電話または電子メール
日ω
で（申込方法など詳しくはホ
なお、申請書が届く前に接
ームページをご覧ください） 種したかたには還付制度があ
※新型コロナウイルス感染症
ります。接種費用の領収書を
の拡大状況によっては、オン
添えて申請してください。
ライン開催のみとなる場合が
※接種方法など、詳しくは申
あります
請
書
に
同
封
の
説
明書をご覧く
ρ同大学同学部σ７３０・５ ださい。なお、
他市から転入し
０１３、同センターσ７２０・ たかたにも順次送付していま
３３８６φ７２０・３３８７
すが、届かない場合は、子ど
もすこやか室へお問い合わせ
ください ρ同室σ７２４・
６７６８φ７２１・９９０７

12

β市内在住の 歳以上のかた
γ 月 日χ・ 日α・ 日
λ午後２時〜３時 分（全３
回） δ ヒューマンズプラザ
ε基本操作、メール、写真撮
影、インターネット、便利ア
プリ（乗換案内、料理、マッ
プ、脳トレなど）の使い方を
学ぶ ζ北村由利子さん η
８人（申込多数の場合抽選）
θスマートフォン（インター
ネットに接続できる状態のも
の）
、筆記用具 μ無料
πρ 月４日ι〜 日ιに同
プラザσ７２１・４８００φ
７２１・３５０１

市民企画講座「コロナ禍
での女性の労働問題」

大学連携

マンスリー多 文 化 サロン
フィリピン編
γ 月 日κ午後７時〜８
時 δオンライン参加、また
は、みのお市民活動センター
ε「うごめくフィリピン、そ
の祈りと旅路」について ζ
宮脇聡史さん（大阪大学准教
授） ηオンライン参加 人、
50

ベトナム文 化を知ろう！
阪大生が見た生きた学び
γ 月 日κ午後７時〜８時
分 δみのお市民活動セン
ター ε大阪大学の学生によ
るベトナムの文化などの報告
会、学生や教員と参加者の交
流会 η 人（申込順） μ
無料 ※新型コロナウイルス
感染症の拡大状況によっては、
オンライン開催に変更する場

10

19

27

30

11

30

11

11

大規模災害時には、
自治会単位で安否確認を行います。
災害発生後なるべく早く安否確認を行うことで、
救助が
必要なかたを素早く見つけ、
協力して救助に当たったり、
応
援を呼んだりすることができます。
また、
自治会から避難所
（地区防災委員会）
に安否確認
の結果を報告することになっており、
報告が来ない地域で
は被害が大きいことが想定できるため、
人手を集めてその
地域へ救助に向かわせることができます。
このように、
自治会は大規模災害時のセーフティネット
を担い、
もしものときの助け合い・支え合いに大きな力を発
揮します。
まだ自治会に入っていないかたは、
今すぐ自治会係へご
連絡ください。
お住まいの地域の自治会をご紹介します。
自
治会がない場合は、
自治会結成のご相談をお受けします
ので、
お気軽にご連絡ください。

11

60

24

γ 月 日α午後２時〜４時
δ 箕 面 文 化・ 交 流 セ ン タ ー
εコロナ禍での女性の働き方
や生活について考える ζ
竹信三恵子さん（ジャーナリ
スト） η 人（申込順） μ
無料 ξ１歳６カ月〜就学前
（定員５人。申込順。 月 日
ω締切）
πρ 月２日ωから人権施策
室σ７２４・６７２０φ７２
５・８３６０
50

遠くの親戚より近くの自治会

12

15

23

22

11

ぜひ自治会にご加入ください！
11

30

11

11

12

…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

毎月５日は少年を守る日 秋も深まり紅葉の季節です。家族で滝道散策に出かけてみましょう。
市青少年指導員連絡協議会

健

17日
（火）
・20日
（金）
受付13:00～14:30
安

３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

10日・24日
（火）
受付13:00～14:30
全

ＢＣＧ予防接種

β
令和2（2020）
年４月・５月生まれ
（予診票に記入し、
ご持参ください）

12日・26日
（木）
受付13:45～14:45
相

β平成31
（2019）
年4月生まれ

保
険
医療年金

１歳６カ月児健康診査
祉

随 時 受 付（月〜 金 曜日
8:45～17:15）
※祝日を除く
新生児・産婦訪問

β生後３カ月頃までの赤ちゃん

電話、出生連絡票（母子
健康手帳に添付）
で随時
受付

まちづくり

環

境

国際交流

中央生涯学習
センター３階

コミュニティ

生涯学習

子 ど も

スポーツ

○評価委員の意見
点検及び評価に当たり、教
育に関する学識経験者の知見
を活用するため、３人の評価
委員から意見をいただきまし
た。
①市の
 施設一体型小中一貫校
は、府内のモデルになって
きたと評価している。一方

（４）

市民活動・

費用…無料
申し込み・問い合わせ…開催日の前日までに箕面産と食の推進室σ７２４・６１５９φ７２２・２４６６

人権文化

図 書 館

人材募集

作品募集

そ の 他

により、対象となる子どもの
で、校区連携型小中一貫教
使用した学習に取り組めるス
保育料の無償化を実施しまし
育をどのように進めるかが
タディルームを小学校６校に
た。
今後の大きなテーマであり、
設置しました。
子ども施策
生涯学習・社会教育施策
中学３年生での進路のイメ
産後間もない産婦を対象に、 「箕面シニア塾」において
ージを小学校の段階から共
心身のリフレッシュを目的と
新たに「スポーツコース」を
有できるようなカリキュラ
した「産後ケア事業」を開始
新設し、受講後も参加者が継
ムマネジメントに期待する
し、宿泊型・日帰り型・訪問
続的に活動できる既存団体や、 ②新た
 に「産後ケア事業」を実
施するなど、妊娠期から出
型の３種類のサービスを提供
市民活動の立ち上げ支援制度
産、子育てまでの切れ目の
しました。
を紹介しました。
ない支援の確立に向けた取
令和元年 月からの幼児教
また、生涯学習講座におい
り組みを高く評価する。近
育・保育の無償化制度の開始
ても、高齢者世代の健康長寿
年、医療機関からの虐待通
につなげるため、講座内容の
告も増加していることから、
見直しを行い、高齢者が無理
各医療団体との連携を強化
なく参加できる取り組みを進
し、より手厚く切れ目のな
めました。
いサポートを期待する
③生涯
 学習担当と子育て担当
が同じ教育委員会に属して
いる特性を生かし、両担当
での連携を推進してほしい。
今後もさまざまな分野での
斬新な発想を持った連携を
期待する
◇ ◇ ◇
教育委員会は、評価委員か
し ん し
らの意見を真摯に受け止め、
教育の充実・改善に向けて取
り組みます。
ρ教育政策室σ７２４・６７
６２φ７２４・６０１０
（３）

場所…総合保健福祉センター２階（乳幼児健康診査及び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
みどり

β乳幼児の保護者

地域創造

乳幼児でんわ相談
税

訪問日は事前に郵便で
β
生 後2カ月頃の赤ちゃん（助産師などの 通知します
（転入などで
訪問を受けたかたを除く）
届かない場合はご連絡く
ださい）
聴

こんにちは
赤ちゃん訪問
傍

生涯学習講座「くらしの文字教室
〜筆ペンで手習い〜」

所

日 時

教育委員会活動
総合教育会議において、教
育に関する重点施策について
まとめた「箕面市教育大綱２
０２０」を策定しました。
学校教育施策
教育委員会定例会や総合教
育会議において、小中一貫教
育の今後の方向性について基
本方針を決定しました。
放課後の場を活用した学習
支援策として、タブレットを

談

21

β初妊婦と夫
（1人での参加可）
η24組
（予約制）

教育委員会の活動報告

福

11日・25日
（水）
受付13:00～14:30

（１）

22日（日）13:30～15:30
受付13:00から
はじめてパパママに
なる日のために

「地方教育行政の組織及び
運営に関する法律」第 条に
基づき、市教育委員会の権限
に属する事務の令和元年度の
管理及び執行の状況について
点検及び評価を行いましたの
で、その概要をお知らせしま
す。詳しくは、市ホームペー
ジと市役所行政資料コーナー
で閲覧できます。

康

β令和２
（2020）年7月生まれ

26

４カ月児健康診査

（２）

16日（月）10:00～11:30
受付9:30から
β生後２カ月の赤ちゃん
（第１子）
と母親
わらびーパーク
η10組
（予約制）
（2カ月児育児相談会）
θバスタオル１枚

場

27日
（金）
β５～９カ月児の保護者
離乳食教室
（予約制）
13:30～14:30
θ
乳児同伴の場合、
バスタオル1枚
受付13:00から

対 象 など

事 業 名

（母子健康手帳を持参してください）

10

（母子健康手帳を持参してください）

11月の乳幼児食育推進事業

日時など
事業名

対象など

11月の母子保健事業

令和２（2020）年11月号

地域型保育事業所

ひとり親世帯臨時特別
給付金の申請について

新型コロナウイルスの感染
拡大を受け、ひとり親世帯の
生活を支援するため、給付金
を支給しています（既に受給
しているかたを除く）
。
β 児童扶養手当を受給して
いないかたで、新型コロナウ
イルスの影響で所得が減少し、
同手当の受給世帯と同等の水
準になったかた（令和３年２
月 日までにひとり親となっ
たかたを含む） 給付金額…
１世帯につき５万円、第２子
以降１人につき３万円（申請
受付後、順次振り込み） 申請

方法…申請書（市ホームペー
ジからダウンロード）に必要
書類を添付して提出（郵送可）
申請期限…２月 日τ（消印
有効）
πρ子育て支援課σ７２４・
６７３８φ７２１・９９０７

月・ 月の子どもの歯
の検診

●歯の検診・フッ素塗布
β市内在住の１歳〜 歳のか
た γ 月６日λ・９日ω・
日・ 日、 月２日ι・７
日ω・ 日ι・ 日λ午後２
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
月 日、 月 日ω午後２
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

15

令和３年４月保育施設
新規入園児童募集

からダウンロード可） π
災、風水害、火災など災害の
月 日α〜 月 日ι午前８
復旧に当たっている⑦学生で
時 分〜午後５時 分（日曜
ある⑧児童が発達上支援を要
日を除く）に子ども総合窓口
し、集団保育が望ましい場合
で。郵送は 月 日α〜 月
（支援保育）など、教育長が特
１日α（消印有効）に同窓口
に認めた場合
なお、支援保育については、 へ。詳しくは市ホームページ
をご覧ください ※年度途中
申し込みの前にご相談くださ
の新規入園児童の募集は毎月
い。
入園申込書…子ども総合窓口、 行っています（締切は前月の
５日）
。なお、令和３年２月・
市内各保育施設、豊川・止々
３月の募集は締切日を変更し
呂美支所、総合保健福祉セン
ています（ 月 日ι午後５
ターで配布（市ホームページ
時 分締切）
ρ子ども総合窓口σ７２４・
６７９１φ７２１・９９０７

認定こども園

24

11

12

16

16

15

11

12

12

28

21

25

12

12

から小学校就学前までで、次
の入園基準に該当し、入園時
に市内在住の児童
入園基準…保護者が次のいず
れかに該当し、家庭などで児
童の保育ができない場合①居
宅外で仕事をしている②居宅
内で児童と離れて日常の家事
以外の仕事をしている③出産
前後④病気または心身に障害
がある⑤長期にわたる病気ま
たは心身に障害がある同居の
親族を常時介護している⑥震

民間

12

16 18 11

30

市立及び民間保育園、認定
こども園（保育コース）
、地
域型保育事業所の令和３年４
月入園児童を次のとおり募集
します。既に申込書を提出し、
現在待機中のかたも再度申し
込みが必要です。
β 令和３年４月１日時点で
生後 日目以降（令和３年２
月３日までの出生予定を含む）

市立

11

11

30

11

45 24
15

28

57

所在地
桜ヶ丘３-12-５
萱野１-19-30
船場西１-11-9
粟生外院５-２-１
白島２-15-12
小野原西１-12-41
粟生間谷東５-21-14
今宮２-４-25
桜ヶ丘１-10-29
瀬川３-２-６
桜２-15-14
外院１-２-３
彩都粟生南６-15-４
森町中１-１-６
箕面５-12-30
萱野５-７-30
桜井２-11-16
彩都粟生南１-18-38
桜４-18-14メゾンアーデンⅢ 北棟１階
箕面６-10-19ユナイテッドジェイズ１階
牧落２-５-15
彩都粟生南２-12-32URBAN HILLS SAITO Ⅰ１階
萱野５-７-35
彩都粟生南２-12-22
今宮３-８-２
西宿２-21-19
粟生外院２-16-30
船場西３-６-3
森町中１-23-11
如意谷１-10-11
牧落２-12-41
粟生間谷西１-７-１
箕面７-７-31
粟生間谷東５-30-19
小野原東５-４-12小野原サンハイツ１階
粟生新家３-23-13
白島１-１-33
粟生間谷西１-２-１豊川支所２階
桜井１-13-12-101ハレリア桜井
船場西２-２-１ニューエリモビル２階
粟生間谷東５-５-８
牧落３-13-33アクティブ箕面２階

※１ 令和５年度以降に民営化予定 ※２ ２歳児クラスまで ※３ ２歳児クラスから ※４ ３歳児クラスから

施設名
桜ヶ丘保育所
萱野保育所
稲保育所※１
東保育所
常照寺隣保館保育園
小野原学園
法泉寺保育園
もみじ保育園
みすず学園桜ヶ丘保育園※２
瀬川保育園
桜保育園
つばさ学園
彩都みのり保育園
森町友星保育園
箕面保育園
紅葉夢保育園
アートチャイルドケア箕面
アスク彩都西保育園
箕面ポッポ保育園※２
めばえ保育園※２
あい保育園 牧落
こぐまの森保育園箕面彩都園※2
みのおっこ保育園※2
トレジャーキッズあおみなみ保育園
トレジャーキッズいまみや保育園
トレジャーキッズにしじゅく保育園
こぐまの森保育園箕面園
さくらさくみらい箕面
みすず学園森町こども園
こども園アサンプション国際幼稚園※3
認定こども園牧落幼稚園
ひじりひがし幼稚園※4
幼稚園型認定こども園箕面学園附属幼稚園※4
幼稚園型認定こども園粟生幼稚園※4
かいせいプチ保育園小野原園※２
のいちご保育園※２
つくし保育園※２
ひじりとよかわ保育園※２
フェアリーキッズ保育園桜井※2
保育園みのおのおうち※2
れもんのこ彩都保育園※2
どんぐり保育園※2
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…対象
…費用

…日時・日程
…一時保育

…場所
…内容
…申込先・申込方法

11月の保育園ミニイベント・園庭開放

園名
桜ヶ丘保育所
σ723・8118
萱野保育所
σ723・5400
稲保育所
σ728・5000
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
みすず学園桜ヶ丘保育園
σ720・7575

幼稚園名
かやの

国際交流

せいなん
なか

ミニイベント

園庭開放

γε10日
（火）
・親子で遊ぼう
（ふれあい遊 毎週月～金曜日
び）
、
19日
（木）
・親子で遊ぼう
（自然物を使 10:00～11:30、
15:00～17:00
った制作） いずれも10:00～12:00

箕面保育園

σ723・5252

β０〜２歳児 γ20日
（金）
10:30～11:30 毎週火・金曜日（13日・24日
ε運動遊びをしよう η３組
を除く）10:00～11:30
π11月5日
（雨天中止）
（木）
13:00から電話で

紅葉夢保育園
σ72６・9614
アートチャイルドケア箕面
σ720・0234

5日（木）10:00〜10:45
（雨天中止）

βγ２歳児・17日
認定こども園
（火）
、
１歳児・27日
（金） 毎週水曜日
13:00～14:30
ひじりひがし幼稚園 いずれも10:00～11:00 ε自然物で遊ぼう
π11月10日
σ729・1566
（火）
から10:00～14:00に電話で （雨天中止）

アスク彩都西保育園 γ26日
（木）
10:00～11:00
εマラカス作り π11月9日
σ749・0850
（月）
から電話で

毎週木曜日（19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（雨天中止）

法泉寺保育園
σ729・3319

毎週水・金曜日
10:00～11:00（雨天中止）

あい保育園 牧落
σ736・9650

γ19日
（木）
10:30～11:00
ε作って遊ぼう η３組
（申込順）

こども園アサンプション
国際幼稚園
σ722・3933

毎週金曜日
10:00〜11:30
13日・27日
（金）
10:00～11:00
（雨天中止）
（要予約）

β０～2歳児 γ毎週月・水曜日9:30〜10：00、 毎週月・水・木曜日
れもんのこ彩都保育園
木曜日9:50〜10：20 εネイティブの先生と 9:45〜10:30
σ786・9044
英語で遊ぼう、
育児相談 η各3組
（申込順）（雨天中止）

イベント内容

…未就園児、③…３歳児対象

問い合わせ

5日
（木）9:10 作って遊ぼう ③
σ722・7790
26日
（木）9:10 体を動かして遊ぼう ③ 誕生会（11月）、お弁当を食べよう③ φ724・4034
5日
（木）9:10 幼稚園で遊ぼう

作って遊ぼう③

25日
（水）9:10 作品を見よう ③ 誕生会（11月）③

17日
（火）9:10 幼稚園で遊ぼう・作って遊ぼう
24日
（火）9:10 幼稚園で遊ぼう

σ723・8101
φ724・9692

ゲームをしよう（親子分離）③ σ722・8503
φ724・9691

作って遊ぼう
（親子分離）③

人権文化

（水）9:10 親子ふれあい遊び ③ 親子分離・お弁当を食べよう③ σ727・2577
とよかわ 11日
φ727・2363
みなみ 25日
（水）9:10 幼稚園で遊ぼう 年長組と遊ぼう③
※各幼稚園の園庭開放は毎週水・金曜日午前９時～正午です。
午後にも園庭開放している園があ

童虐待防止推進月間」と定め
ています。また、４月から子
どもへの体罰を法律で禁止し、
体罰によらない子育てを推進
しています。
市でもさらに、児童虐待防
止に取り組んでいきますが、児
童 虐 待をなくすためには、周
囲のみなさんの通報による、早
期発見・早期対応が何より重
要です。「子どもがひどく泣い
ている 」「 子 ど も を 外に閉 め
出している 」 など、 気になる
ことがあれば、迷わず 児 童 相
談 支 援センター（ 夜 間・休 日
は児童相談所虐待対応ダイヤ
ルσ１８９）へご連絡ください。
ρ同センターσ７２４・６２
３３φ７２１・９９０７

スポーツ

「 児 童 手 当・ 特 例 給 付 支 払

子 ど も

通知書」の記載誤りについて

生涯学習

７月９日〜 月７日にかけ
て、児童手当・特例給付の受
給認定者に発送した「児童手
当・特例給付支払通知書」に
おいて、「令和３年６月定期支
払」の支払予定日に一部誤り
がありました。お詫びして訂
正いたします。
（誤）令和２年６月 日
（正）令和３年６月 日
ρ子育て支援課σ７２４・６
７３８φ７２１・９９０７

コミュニティ

市民活動・

りますので、詳しくは各園へお問い合わせください

10

10 10

11月・日時

園名

遊びにおいでよ！
幼稚園へ

境

月は「児童虐待防止推
進月間」です

環

11

11

…講師
…定員
…問い合わせ先
※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

ミニイベント
園庭開放
γ10日
（火）
10:30～11:00
ε体を動かして遊ぼう
（雨天中止）
（要予約）
γ26日
（木）
10:00～10:30
ε紙コップでおもちゃを作ろう
（要予約） 毎週月～土曜日
9:30～12:00、
γ26日
（木）
10:15～10:45
15:00～17:00
ε体を動かして遊ぼう
（雨天中止）
（要予約）
γ10日
（火）
10:15～10:45
ε園庭で体を動かして遊ぼう
（雨天中止）
（要予約）
毎週月・水曜日
10:00～12:00
9日・16日（月）
・26日（木）
10:30～12:00
毎週木曜日
9:30～11:30
γ11日
（水）
10:00～10:30
11日
（水）
・26日
（木）
ε誕生会
10:00～11:00
γε10日
（火）
10:00～12:00・園庭開放
毎週火・金曜日、
瀬川保育園
登録日、
17日
（火）
10:00～10:30・リズム・
11日
（水）
（誕生会）
σ723・2302
ふれあい遊び、
24日
（火）
10:00～10:30・
10:00～12:00
おはなし会
γ24日
桜保育園
（火）
10:00～11:00
毎週月・水・金曜日
ε誕生会、
σ724・9614
さくらっこひろば
「新聞紙で遊ぼう」 10:00～12:00
毎週水曜日
みすず学園森町こども園 γ25日
（水）
10:00～11:00
（18日は身体測定）
ε誕生会
σ743・9001
10:00～11:00（雨天中止）
つばさ学園
毎週火・金曜日
σ729・0283
10:15～11:45
森町友星保育園
毎週火・木曜日
σ738・0303
9:30～12:00

近年、児童虐待の相談対応
件数は増加傾向にあり、重篤
な事案が後を絶ちません。国
では、一人でも多くのかたに
児童虐待について関心を持っ
ていただくため、 月を「児

みどり

まちづくり

図 書 館
人材募集
作品募集

そ の 他
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記号の説明
…持ち物

令和２（2020）年11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

11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
β初妊婦、
７カ月児までの親子
2歳児限定
プレママ＆赤ちゃんひろば
γ4日
（水）
・20日
（金）10:00〜12:00の間で1時間
オープンスペース
７カ月児までの
δおひさまルーム①かやの②みのお ε参加者同士の情報
オープンスペース
交換。親子でおもちゃで遊ぶ η①12人②24人（当日先着順）
臨時オープンスペース
β８カ月〜11カ月児
赤ちゃんひろば
γ6日
（金）
・25日
（水）10:00～12:00の間で1時間
８カ月〜11カ月児
δおひさまルーム①かやの②みのお
オープンスペース
ε親子でおもちゃで遊ぶ η①12人②24人
（当日先着順） 双子ちゃんオープンスペース
β１歳〜１歳６カ月児 γ11日
（水）10:00～12:00の間で1時間
１歳〜１歳６カ月児限定
δおひさまルーム①かやの②みのお
オープンスペース
ε親子でおもちゃで遊ぶ η①12人②24人
（当日先着順）

１歳７カ月〜
１歳11カ月児限定
オープンスペース

β１歳７カ月〜１歳11カ月児 γ13日
（金）10:00〜12:00
の間で1時間 δおひさまルーム①かやの②みのお
ε親子でおもちゃで遊ぶ η①12人②24人
（当日先着順）

β2歳児 γ18日
（水）10:00～12:00の間で1時間
δおひさまルーム①かやの②みのお
ε親子でおもちゃで遊ぶ η①12人②24人（当日先着順）

β0歳～未就園児 γ27日
（金）10:00～12:00の間で1時間
δおひさまルーム①かやの②みのお
ε親子でおもちゃで遊ぶ η①12人②24人（当日先着順）

β多胎児と保護者 γ10日
（火）10:00〜12:00の間で１時間
δおひさまルームみのお
ε親子でおもちゃで遊ぶ η24人（当日先着順）

β０歳児と父親 γ14日
（土）10:00〜12:00
パパと一緒！
δおひさまルームかやの εパパとのふれあい遊びの紹介ほか
０歳児オープンスペース
η５組（11月2日
（月）
から申込順）
β1歳児と父親 γ21日
（土）10:00〜12:00
パパと一緒！
δおひさまルームかやの εパパとのふれあい遊びの紹介ほか
1歳児オープンスペース
η５組（11月2日
（月）
から申込順）

●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 γ5日
（木）13:00～16:00、24日
（火）10:00〜
12:00の間で1時間 δおひさまルームひじり
ε親子でおもちゃで遊ぶ η14人
（当日先着順）

１歳児限定
オープンスペース

β１歳児 γ12日
（木）13:00～16:00の間で1時間
δおひさまルームひじり ε親子でおもちゃで遊ぶ
η14人
（当日先着順）

臨時オープンスペース

β０歳～未就園児 γ12日・26日
（木）10:00～12:00の間で
１時間 δおひさまルームひじり ε親子でおもちゃで遊ぶ
η14人（当日先着順）

ベビーマッサージ

β３カ月～６カ月児
γ17日
（火）10:30～11:30 δおひさまルームひじり
ε親子でリラックスタイムを楽しむ
（オイル不使用）
η５組
（11月10日
（火）
から申込順）

１歳児集まれ！

β１歳児と保護者
γ
26日
（木）13:15～14:15 δおひさまルームひじり
ε１
 歳児の心の育ちと親の関わり方について、幼稚園の先生と
おしゃべり
η6組
（11月16日
（月）
から申込順）

いずれもμ無料 ※申込受付は午前９時から

30

11

30

教学の森イベント

前 時から青少年教学の森野
外活動センターへ電話で
●落ち
 葉のプールをつくろう！
β市内在住の家族・グループ
（子どもだけの参加不可） γ
月５日ν①午前 時〜午後
０時 分②午後１時 分〜４
時、 月６日τ③午前 時〜
午後０時 分④午後１時 分
〜４時（雨天中止） ε落ち葉
を集めてプール作りや、宝探
しほか η各 人程度（申込
順） θ軍手、レインコート、

28

12 30

日時
2日
（月）

10

おひさまDay

30

10

①10:00～11:30
とどろみの森学園
②12:00～13:30

10日
（火）

小野原多世代地域交流センター

12日
（木）

Cube3110彩都インフォ＊ミュージアム
（茨木市彩都あさぎ７-１）

18日
（水）

各16人

①20人
②10人

ヒューマンズプラザ

19日
（木） ①10:00～12:00 コミュニティセンター彩都の丘会館 各12人
②13:00～15:00
24日
（火）
箕面森町自治会館
各24人

30

10

内容など

新稲会館
各10人
①10:00～12:00
コミュニティセンター彩都の丘会館 各12人
②13:00～15:00
6日
（金）
東生涯学習センター

30

30

定員
（申込順）

場所

5日
（木）
9日
（月）

11

12

11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

おひさまひろば

●森の素材でリースをつくろう
β小学生以上で、家族・グルー
プで参加できるかた（子ども
だけの参加不可） γ 月
日ν午後１時〜４時 分（雨
天決行） ε木のつるや、どん
ぐりなどを集めてリース作り
η 組 人程度（申込順） θ
歩きやすい服装、防寒着、持
ち帰り用の袋、飲み物 μ１
人５００円 π 月９日ω午
10

25日
（水）

コミュニティセンター彩都の丘会館 各12人

26日
（木）

西南図書館

各24人

30日
（月）

四中開放教室

①24人
②８人

13日
（金）

豊川支所

17日
（火） 10:30～11:30

西南生涯学習センター

20日
（金）

小野原多世代地域交流センター

24日
（火） 13:30～14:30

多文化交流センター

なし

ε
親 子でおもちゃ

で遊ぶ。子育て
に関するサービ
スの案内や育児
相談ほか

π
開 催日の３日前

〜前日に電話で

ε
子育てに関するサ
ービスの案内や育
児相談ほか

汚れても良い服、長靴、飲み
物 μ１人３００円、３歳以
下無料 π 月５日κ午前
時から同センターへ電話で
●ウィンターデイキャンプ
β２日間とも参加できる小学
生 γ 月 日ν・ 日τ午
前 時〜午後３時 分（雨天
決行） ε 冬山でハイキング
やクラフトほか η 人（申
込多数の場合抽選） μ １０
００円 πはがきに、キャン
プ名、保護者氏名、住所、電
話番号、参加者氏名（ふりが
な）
、 性 別、 生 年 月 日、 学 校
名、学年を記入し、 月 日
ν（必着）までに同センター
（〒５６２ ︱０００５新稲２
︱２５７ ︱３）へ郵送（はが
き１枚につき１人。兄弟姉妹、
友達と同じグループを希望す
る場合は、参加決定後に送付
する資料に同封の「参加カー
ド」で申込）
いずれもδ同センター
ρ同センターσ７２２・８１
１０φ７２２・５７６６
10

12
19

11
14

24

30

11

20

10

24
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１月10日・24日、2月14日
（日）
11:00～12:30

東小学校（１月24日は
豊川南小学校）

税
地域創造

11月15日、12月６日、
１月17日
（日）
13:30〜15:00

人権文化

スポーツチャンバラ

子 ど も

ボッチャ

対象
年長〜
小学6年生

11月・日時

21日
（土）10:00〜10:50
21日
（土）11:00〜11:50

豊川南小学校

8日
（日）10:00〜10:50 東小学校

年長〜大人

22日
（日）10:00〜10:50 豊川南小学校

スナッグゴルフ

アイソメトリックトレーニング

萱野東小コミセン

スポーツ

5日
（木 ）19:00〜19:50 東小学校

13日
（金 ）19:00〜19:50 豊川北小学校
22日
（日）13:00〜13:50

カントリーラインダンス（初心者）

11月・日時

小学生以上

場所

26日
（木 ）
18:30〜19:20 彩都の丘コミセン
8日
（日）
13:30〜14:20 東小学校

10日
（火）
10:00〜11:30 粟生南公園集合
15日
（日）
15:30〜17:00 東小学校集合

大人

整体操

12日
（木）
15:30～16:30
26日
（木）
15:30～16:30

東小コミセン

21日
（土）
15:45〜16:45 小野原自治会館

22日
（日）
15:30〜16:30 豊川南小コミセン

受付…15分前から 費用…大人500円、
18歳以下300円（会員は無料）
※いずれも要申込（定員あり）。他にボール運動・ドッヂビー（年長〜大人）、バドミント
ン・スポンジテニス（小学生以上）、ヨーガ（大人）、卓球３回コース教室など。詳しく
はお問い合わせください

作品募集

そ の 他

11月・日時
8日
（日）9:15～9:45
体幹ストレッチ
小学生以上
10日（火）
・13日・27日（金）15:35～16:05
14日・28日
（土）9:15～9:45
小学4年生以上 毎週火曜日19:00～20:50
バドミントン
5日・12日・19日（木）18:30～20:50
フットサル
中学生以上
毎週月曜日19:00～20:50
エアロビート
14日・28日
（土）10:40〜11:40
コンディショニング
高校生以上
8日
（日）10:40～11:40
初心者向けピラティス
10日（火）
・13日・27日（金）13:30～14:30
8日
（日）9:50～10:35
大人
ひめトレ
10日（火）
・13日・27日（金）14:40～15:25
（骨盤底筋トレーニング）
14日・28日
（土）9:50～10:35

場所
彩都の丘コミセン
みのお市民活動センター
萱野東小学校
第五中学校
第二総合運動場
第五中学校
萱野東小学校
彩都の丘コミセン
みのお市民活動センター
彩都の丘コミセン
みのお市民活動センター
萱野東小学校

※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

費用
（１回）

初回体験

大人200円、
大人500円、中学生以下300円 中学生以下100円
大人400円、中学生以下300円
大人500円、
中学生400円
無料
大人300円、
中学生200円
1,000円

600円

700円

300円

総合型地域スポーツク
ラブ 箕面ＳＣ

人材募集

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

図 書 館

対象

豊川南小コミセン

対象

ノルディックウォーク

1日
（日）10:00〜10:50

22日
（日）14:00〜14:50

内容

内容

カントリーラインダンス

22日
（日）11:00〜11:50 豊川南小学校

小学生以上

卓球

4日
（水 ）18:30〜19:20 彩都の丘学園

1日
（日）11:00〜11:50

卓球

場所

総合型地域スポーツク
ラブ 箕面東コミスポ

生涯学習

ρ保健スポーツ室σ７２４・
６９９８φ７２４・６０１０

コミュニティ

市民活動・

11

親子ボッチャ教室は室内シュ
ーズ μ１組１０００円 π
第二総合運動場へ電話または
窓口で
ρ同運動場σ７２９・４５５
８φ７２８・３７７２

28

箕面止々呂美･森町ハーフ
マラソンを中止

国際交流

21

毎年３月に開催している
「箕面止々呂美 ･ 森町ハーフ
マラソン」は、新型コロナウ
イルスの感染拡大を防止する
ため、中止します。
ρ保健スポーツ室σ７２４・
６９９８φ７２４・６０１０

境

11

28

スポーツのつどい中止
のお知らせ

環

次のつどいは、各種大会開
催などのため中止します。
●スカイアリーナ▽バドミン
トン・ 月 日・ 日ν▽卓
球（夜間）
、バレーボール・
月 日λ▽ソフトエアロビク
ス・ 月 日ν
ρ同アリーナσ７２４・３４
４０φ７２４・３３６０

みどり

まちづくり

27

サントリー箕面
トレーニングセンター
（石丸２-11-１）

Ｅｎｊｏｙ Ｓｐｏｒｔｓ！

萱野東小学校

プロジェクト 参加者募集

聴

25

場所

※いずれも全３回

陸上

11

11月14日、12月12日、
１月９日
（土）
10:30～12:00

箕面東コミスポ
親子スナッグゴルフ教室

内容

30

β 年長以上の親子 γδ 次
の表のとおり

傍

η 各 組（申込順） θ 動き
やすい服装、タオル、飲み物、

談

箕面東コミスポ
親子ボッチャ教室

15

10

日時

15

11

30

ぽんぽんファミリーひ
ろば

祉

メニュー

β０歳〜３歳頃の親子 γ
月 日τ午前 時 分〜午後
２時 分 δみのお市民活動
センター εおはなし会（絵
本）
、おとあそび（音楽会、楽
器工作） μ １家族３００円
※新型コロナウイルスの感染
拡大を防止するため、入場制
限を行う場合があります
ρ同センターσ７２０・３３
８６φ７２０・３３８７

福

13

青少年健全育成推進功績
功 労 者をご推 薦ください

２月に行う「青少年健全育
成市民大会」で、青少年健全
育成推進功績功労者表彰（も
みじ顕彰・ささゆり褒賞）を
実施します。次に該当する団
体や個人をご推薦ください。
β青少年健全育成のために特
に顕著な活動をしたかたや団
体、またはスポーツ・文化活
動で全国大会・世界大会に出
場した青少年など ※詳しく
はお問い合わせください 締
切… 月 日λ
πρ青少年育成室σ７２４・
６９６８φ７２４・６０１０

康

11

令和２（2020）年11月号

スポーツ教室

β市内在住、
在職、
在学のかた π11月1日
から各開催場所へ
（9:00～21:00。
申込順。
電話での申込不可）
（日）
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）
β18歳以上
頑張らないで整える
γ12月7日～28日の月曜日10:00～11:00
からだスッキリ教室
δ武道館 μ3,400円

ZUMBA

β中学生以上の女性
γ12月5日～26日の土曜日19:00～20:00
δスカイアリーナ μ2,280円

美BODY
エクササイズ

β16歳以上の女性
γ12月3日～17日の木曜日19:15～20:15
δ武道館 μ2,610円

β16歳以上
ストレス解消ダイエット
γ12月2日～23日の水曜日12:30～13:15
ボクシングエアロ
δ武道館 μ3,400円

健美操

β30歳以上
γ12月3日～17日の木曜日13:30～14:30
δ武道館 μ2,610円

β16歳以上
音楽を身体で感じよう
γ12月７日～28日の月曜日12:45～13:45
サルセーション
δスカイアリーナ μ3,640円

1週間の疲れを流す
～寝ころびヨガ〜

β16歳以上
γ12月4日～25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）

陰ヨガ

β16歳以上の女性
γ12月1日～22日の火曜日12:15～13:15
δスカイアリーナ μ3,840円

デトックスヨガ

β16歳以上の女性
γ12月1日～15日の火曜日18:30～19:30
δ武道館 μ2,610円

β30歳以上
自己整体トレーニング
γ12月2日～23日の水曜日13:30～14:30
整体ヨガ
δ武道館 μ2,920円
β60歳以上の女性
健康エアロ＆
γ12月7日～28日の月曜日14:00～15:00
リラックスヨガ
δスカイアリーナ μ2,200円

はじめての
バレエ

βⒶ年中～小学１年生Ⓑ小学２年～６年生
γ12月7日～28日の月曜日
Ⓐ15:45～16:45Ⓑ16:45～17:45
δ武道館 μ各6,480円

βⒶ年中・年長Ⓑ小学生
キラキラダンス γ12月4日～25日の金曜日
スクール
Ⓐ16:15～17:00Ⓑ17:00～18:00
δ第二総合運動場 μⒶ4,880円Ⓑ6,040円

ベリーダンス

β16歳以上の女性
γ12月7日～28日の月曜日19:00～20:00
δスカイアリーナ μ6,680円

βⒶ年中〜小学１年生Ⓑ小学２年〜６年生
γ12月7日～21日の月曜日
チアリーディング
Ⓐ15:30～16:30Ⓑ16:45～17:45
δ第二総合運動場 μ各3,360円

トランポリン

β年長～小学生(初心者)
γ12月12日～26日の土曜日9:00～10:00
δスカイアリーナ μ5,160円

カポエイラ

β小学生以上
γ12月7日～28日の月曜日18:30～19:30
δ武道館 μ3,960円

フットサル

βⒶ年中・年長Ⓑ小学１年～３年生Ⓒ小学４年～６年生
γ12月4日～25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ⒶⒷⒸ12月4日～25日の金曜日
Ⓐ16:30～17:50Ⓑ18：00～19：20
エヴェッサ
Ⓒ19:30～20:50
バスケットボール
ⒹⒻ12月2日～23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
βⒶⒷⒸⒺⒻⒼⒾ一般ⒹⒽ小学生
γⒶ〜Ⓔ12月1日～22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
卓球スクール
Ⓕ〜Ⓘ12月3日～17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5,920円Ⓓ4,400円Ⓕ〜Ⓘ各4,230円

バドミントン
スクール

βⒶⒷⒹ一般Ⓒ小学生Ⓔ初・中級Ⓕ上級
γⒶ〜Ⓓ12月7日～21日の月曜日
Ⓐ13:00～14:45Ⓑ15:00～16:45
Ⓒ17:00～18:45Ⓓ19:00～20:45
ⒺⒻ12月3日～17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3,930円Ⓔ4,890円Ⓕ6,420円

βⒶ年中・年長Ⓑ小学生
γ12月4日～25日の金曜日
スポンジテニス
Ⓐ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Ⓐ〜Ⓔ12月7日～28日の月曜日
Ⓐ12:30～14:00Ⓑ14:10～15:40Ⓒ16:00～17:00
インドアテニス
Ⓓ17:10～18:10Ⓔ19:00～20:30
ⒻⒼ12月2日～23日の水曜日
Ⓕ18:10～19:10Ⓖ19:20～20:50
δスカイアリーナ
μⒶⒷⒺⒼ各5,800円ⒸⒹⒻ各4,880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
γ12月7日～1月18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9,660円ⒷⒺ各12,950円
βⒶⒻ中級ⒷⒺ初心・初級Ⓒジュニア初心Ⓓジュニア
γ12月2日～1月13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11,100円Ⓑ〜Ⓔ各8,280円

テニススクール βⒶⒺ初心・初級ⒷⒻ中級Ⓒジュニア初心Ⓓジュニア
γ12月4日～1月15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8,280円ⒷⒻ各11,100円
βⒶⒸ初心・初級ⒷⒹ中級
Ⓔジュニア初心者（小学1年～4年生）
γ12月3日～17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
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健

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

祉
保
険
医療年金

新
牧

駐車場所

稲 紅葉丘住宅1棟横

駐車時間

12日
木
26日
サンロイヤル箕面コスモ前
15:00～16:00
落
山ノ原公園

13:30～14:30

森町中3丁目
森の丘公園

15:00～16:00

談
傍

13:30～14:30

粟生外院 東分署（消防署）

15:00～16:00

聴

今 宮 西 今宮西公園

税

如 意 谷

如意谷住宅16棟西側
チューリップ公園

地域創造

院 青松園2号公園

13:30～14:30
15:00～16:00

13日
金
27日

5日
木
19日

6日
金
20日

職種・人数

45

30

11

10 11
30 29

30

10

受験区分・資格

11

申込期限など

環
境
国際交流

区分Ｃ－１
（身体障害者手帳所持者）
行政職・若干名
（ 郵送
昭和55年４月２日～平成14年４月１日生まれで、令和２年度に同じ 申込期限…1 2月18日（金）
（常勤）
申込は同日消印有効。
職種かつ同じ受験区分で受験していないかた
インターネット申込は
区分Ｃ－２
（身体障害者手帳所持者）
同日午後５時まで）
行政職・若干名
昭和55年４月２日～平成14年４月１日生まれで、令和２年度に同じ 採用予定…４月１日
（木）
（任期付短時間専願） 職種かつ同じ受験区分で受験していないかた

人権文化

心理相談員・１人
（任期付職員）

昭和31年４月２日以降生まれで、次のいずれかに該当するかた
（水）
（必着）
①公認心理師または臨床心理士資格を有する
（令和３年３月末まで 申込期限…11月18日
に取得見込みを含む）
合格発表…12月上旬
②令和３年４月１日時点で、公認心理師または臨床心理士資格の受 採用予定…４月１日
（木）
験資格を有する

生涯学習

子 ど も

授業支援員・2人
昭和３0年４月２日以降生まれで、
中学校教諭免許を有するかた
（任期付短時間勤務職員）

スポーツ

次の全ての条件を満たすかた
手話通訳業務員・１人 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
（会計年度任用職員） 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

申込期限…11月18日
（水）
（必着）
合格発表…12月上旬
採用予定…１月1日
（祝）
勤務開始…１月４日
（月）
申込期限…11月９日
（月）
（必着）
合格発表…11月中旬
採用予定…12月１日
（火）

申込期限…11月12日
（木）
（必着）
合格発表…11月下旬
採用予定…1月 1 日
（祝）
勤務開始…１月４日
（月）

る申込（手続き②）の両方を
行ってください（両方の手続
きを行わないと失格） 郵送
申込（手続き①）…エントリ

コミュニティ

市民活動・

昭和３0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
放課後児童支援員・２人
ずれかを履修し卒業
（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、教諭免許（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）

ウンロード。市役所でも配布
π郵送のみ。ただし、行政職
は必ず、
郵送による申込（手続
き①）とインターネットによ

みどり

まちづくり

問い合わせ、本の予約は中央図書館（σ７２２・４５８０φ７２４・９６９７）へ
※巡回日当日の午前11時現在、大雨・暴風または特別警報が発令
されている場合は中止

11

30

ポーツを楽しむ η６人（申
込順） μ６６０円
いずれもθ 動きやすい服装、
タオル、飲み物 π 月１日
τから各開催場所の窓口また
は電話で ρ同運動場σ７２
９・４５５８φ７２８・３７
７２、同館σ７２１・７９７
９φ７２４・４０３０

照葉の里玄関前

止々呂美

45

30

市職員

15:00～16:00

4日
水
18日

15

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

全

森町南２丁目
ゆりのき公園

相

安

13:30～14:30

人材募集
作品募集

そ の 他

ーシートを人事室（〒５６２
︱０ ０ ０ ３ 西 小 路 ４ ︱６ ︱
１）へ簡易書留郵便 インタ
ーネット申込（手続き②）…
市ホームページ「職員採用情
報」の申込専用ページに必要
事項を入力
※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
※障害のあるかたで、試験会
場までの移動やパソコンの操
作などが困難なかたはお問い
合わせください
ρ同室σ７２４・６７０７φ
７２３・２０９６

図 書 館

27

曜

13:30～14:30

止々呂美支所

外

日

各種スポーツ体験会

福

地域

●ボールの投げ方教室体験会
β①小学１・２年生②小学３・
４年生 γ 月 日τ①午前
９時 分〜 時 分②午前
時 分〜 時 分 δ第二総
合運動場 εボールを投げる
基本動作や持ち方を学び、ボ
ール運動で身体を動かす η
各 人（申込順） θ室内シュ
ーズ μ各１１００円
●カポエイラ教室体験会
β小学生以上 γ 月 日ω
午後６時 分〜７時 分 δ
武道館 ε格闘技・ダンス・音
楽を取り入れたブラジルのス

康

移動図書館みどり号 11月 巡回日程

…講師
…定員
…問い合わせ先

災害時の情報は、タッキー８１６（ＦＭ８１．６ＭＨｚ）で！

令和２（2020）年11月号

安心♪

ρ人権施策室σ７２４・６９
２１φ７２５・８３６０

令和３年度小・中学校講
師登録

す。いただいた写真は、全て
出品料…１０００円（学生５
市ホームページで紹介します。 ００円） 作品受付…２月６
ぜひご応募ください。
日ν午前 時〜午後３時
β市内在住、在職、在学のか ※詳しくは、 月上旬に各公
た εおにぎりを主食とする、 共施設に設置の応募要項をご
箕面産の野菜を使ったランチ
覧ください
の写真 応募方法… 月 日
※新型コロナウイルス感染症
ωまでに、箕面産と食の推進
の拡大状況によっては、規模
室へ電子メールで ※詳しく
を縮小して開催または中止す
は市ホームページをご覧くだ
る場合があります
ρグリーンホールσ７２３・
さい
２５２５φ７２３・２５２６

15

市立病院職員（会計年度
任用職員）

登録資格…小・中学校の教諭
免許を有するかた（令和３年
３月 日までに取得見込みを
含む） π 市ホームページに
掲載の申込書を教職員人事室
（〒５６２ ︱０００３西小路
４ ︱６ ︱１）へ郵送または持
参（大阪府豊能地区教職員人
事協議会ホームページからも
登録可） 採用…必要が生じ
た場合に随時連絡
ρ同室σ７２４・６９９７φ
７２４・６０１０

10

交換のめやすは10年です。

※まずは電話でご連絡くださ
い。詳しくはお問い合わせい
ただくか、同病院ホームペー
ジをご覧ください
ρ病院人事室σ７２８・２０
３４φ７２８・８２３２

第 回みのお選抜美術展

ρ同室σ７２４・６１５９φ
７２２・２４６６

11

β市内在住、在職、在学の
歳以上のかた（中学生を除く。
市内で活動する各部門の教
室・サークルなどに属するか
たも可） γ ２月 日ι〜
日α午前 時〜午後６時（
日は午後４時まで） δ 箕面
文化・交流センター 部門…
絵画・彫塑、写真、工芸、書
10

住宅用火災警報器の

支援教育介助員（会計年
度任用職員）

「おにぎりランチ」の写真の
募集期間を延長しています

大好評につき、募集期間を
月 日ωまで延長していま

19

Old
職種内容…市内小・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 π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

30

箕面産の野菜を使った
「おにぎりランチ」の一例

16 16

31

30

New

職種・人数…①管理栄養士・
１人②ドクタークラーク・１
人③臨床検査技師・１人 応
募資格…①管理栄養士③臨床
検査技師の免許を有するかた
職務内容…①入院・外来患者
への栄養指導、入院患者の栄
養管理業務ほか②診療準備、
外来業務（問診入力、検査説
明、検査・診療予約入力）ほ
か③採血業務を含む各種検査
業務（一般・生理学的・生化
学検査などの抗体検査） π
随時受付 時給…①１４３０
円②９７０円（ドクタークラ
ークの資格を有するかたは１
２００円）③１６００円

11

…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

11

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

ミノオカンキアン

祉

中の坂

聴

税

地域創造

ねます。放置せずに、各駅前
の市立駐輪場を利用してくだ
さい。
料金…自転車・１日１回１０
０円、ミニバイク・１日１回
２００円（いずれも１時間
分まで無料）
●自転車などの放置禁止区域
阪急箕面・牧落・桜井駅周辺
及び瀬川地域の放置自転車禁
止区域に放置された自転車・
ミニバイクは、市が移動・保
管します。返還時には、移動
保管費用として自転車４００
０円、ミニバイク８０００円
を徴収します。

みどり
まちづくり

環

境

国際交流

生涯学習

子 ど も

スポーツ

●移動
 保管した自転車などの
返還方法
移動保管した自転車などは、
牧落・桜井駅周辺については
各駐輪場で返還します。また、
箕面駅周辺については市役所
で返還しますが、返還日時を
株式会社ホープ（σ０８０・
１４８７・５５７６）と事前
調整の上、引き取りに来てく
ださい。
なお、告示後 日間保管し
た後、売却処分します。
ρ道路管理室σ７２４・６７
４８φ７２３・５５８１

コミュニティ

市民活動・

30

人権文化

45

お得なマイナポイントを
お申し込みください！
マイナポイントとは、お好
きなキャッシュレス決済サー
ビスに、国から付与されるポ
イントのことです。マイナン
バーカードを使って、マイナ
ポイントの予約・申し込みを
行い、選択したキャッシュレ
ス決済でチャージまたは買い
物をすると、１人当たり最大
５０００円分のポイントがも
らえます。
マイナポイントの予約・申
し込みは、お手持ちのスマー
トフォンや市役所の窓口でで
きます。予約が４０００万人
に達した時点で締切になりま
すので、お早めに手続きして
ください。
ρマイナンバー総合フリーダ
イヤル＞０１２０・９５・０
１７８、箕面営業室σ７２４・
６７２７φ７２２・７６５５

月は駅前放置自転車ク
リーンキャンペーン月 間

傍

道路や歩道に放置した自転
車・ミニバイクは、歩行者や
車両の通行を妨げ、景観を損
談

水道局を名乗る不審な
電話にご注意を！

人材募集

作品募集

そ の 他

水道局を名乗る自動音声ガ
イダンスの電話があり、アン
ケートと称して、家族構成や
水道料金などの情報を番号を
押して回答するよう指示され
たという相談が増えています。
上下水道局が、電話でアン
ケート調査をすることは一切
ありません。家族構成などの
個人情報は、絶対に教えない
でください。
ρ同局経営企画室σ７２４・
６７５５φ７２２・７４１３

図 書 館

広告の申込は、箕面ＦＭまちそだて㈱（σ７２８・３２１０）へ

北

1号
17
国道

半町会館

スーパー
瀬川３丁目

桜井公園

瀬川５丁目

至 石橋

銀行
号
171
国道

あかつき園

桜井駐輪場

駐輪場
バイパス

北
第三中学校

コミュニティ
センター
南小会館

西南小学校
瀬川２丁目

桜井駅周辺
至 箕面

瀬川地域

箕面駅

相

箕面橋

スーパー
箕面川

阪急箕面駅から徒歩約７分

全

銀行

滝道

安

箕面駐輪場
牧落駐輪場

橋本亭

箕面大滝へ向かう滝道沿いに、
テナント型施設「MINOH-kankian」
が完成しました。西江寺の敷地内にあり、写経場などとして利用されて
きましたが、
このたび、風情ある建物に生まれ変わりました。
そして、11月１日（日）には箕面公園の絶景が楽しめるイタリアン
レストランがオープンします。
保
険
医療年金

百楽会館

サンプラザ
２号館 サンプラザ
１号館
徳尾橋

コミュニティ
センター
箕面小会館

北
箕面小学校

箕面駅周辺
北
牧落駅周辺

西江寺

一の橋
川
箕面

 が完成！
福

29

11

詳しくはホームページをご覧ください

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

箕面大滝へ

聖天橋
MINOHKankian

滝道・聖天橋横に

令和２（2020）年11月号

市長の日々の公務内容や報
道資料などをタイムリーにお
届けし、市政をより身近に感
じていただけるよう、Ｆａｃ
ｅｂｏｏｋページ「箕面市長
タイムズ」を 月から開設し
ています。

Ｆａｃｅｂｏｏｋ「箕面市長
タイムズ」 がスタート！

計量器定期検査のお知
らせ

17

取引・証明に使用する計量
器は、正確性の維持のため、
２年に１回の定期検査（有料）
を必ず受けてください。
なお、検査会場に計量器を
持参できない場合、計量器の
ある事業所に計量士が出向い
て検査する代検査（有料）を
受けることができます。
γδ▽ 月 日α・ 日κ・グ
リーンホール▽ 月 日ω・
ＪＡ止々呂美集荷場▽ 月
日α・西南生涯学習センター
▽ 月 日ι・豊川支所 い
ずれも午前 時 分〜午後３
時 分 ※新型コロナウイル
スの感染拡大を防止するため、
入場制限を行う場合がありま
す
ρ箕面営業室σ７２４・６７
２７φ７２２・７６５５、府
計量協会σ０７２・８７４・
９９５５

市ホームページのトップペ
ージからもご覧いただけます
（次のＱＲコードからアクセ
ス）
。

もうすぐ狩猟期間です
入山にはご注意ください

て、イノシシやシカなどを捕
獲します。
ハイキングや山菜採りなど
で山に入る場合には、「わな設
置」の看板に注意し、ハイキ
ングコースから外れないよう
にしてください。
また、野生動物の行動も活
発になりますので、鈴を鳴ら
すなど人間の気配を早く察知
させ、突発的な事故から身を
守りましょう。
ρ環境動物室σ７２４・７０
３９φ７２３・５５８１

ρ同プラザσ７２１・４８０
０φ７２１・３５０１

市戦没者追悼式

γ 月８日τ午前 時 δメ
イプルホール μ無料 ※今
年度は新型コロナウイルスの
感染拡大を防止するため、規
模を縮小し、遺族のかたのみ
の参加となります
ρ健康福祉政策室σ７２７・
９５１２φ７２７・３５３９

ベガ・ムジーク 演奏と
歌声広場

γ 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

箕面市で震度４以上の地震が
予想される場合に放送します

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

緊急地震速報

11月28日㊏ 箕面観光ボランティアガイド 唐木実千成さん

防 火 作 品（ 図 画・ 習 字 ）
の展示
γδ 月４日ι〜 日ι・東
生涯学習センター、 月 日
κ〜 日α・消防本部（いず
れも初日は午後から、最終日
は午前のみ） ε市内小・中学
校の児童・生徒の入賞・入選
作品を展示 μ無料
ρ消防本部予防室σ７２４・
９９９５φ７２４・３９９９

ヒューマンズプラザの
おもちゃ病院

11月21日㊏ 豊川北小地区防災委員会 委員長 野口博史さん

PC

スマホは
QRコード
から

11月14日㊏ 大阪大学奇術研究会

11

検索

タッキー816

11月 7日㊏ 一般社団法人未来環境エネルギー協会

10

ρ箕面広報室σ７２４・６７
１６φ７２４・６９７１

ゲスト・内容

箕面の天気や市内の交通情報、
ごみ出しのお知
らせなどの生活情報のほか、災害時・緊急時には、
箕面市災害対策本部から、市民のみなさんへ緊急
情報を放送します。
日頃から、
ぜひタッキー816をお聴きください。

SMART
PHONE

に合わせてください。

RADIO

FM 81.6MHz

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

ラジオ・スマホ・パソコンで
お聴きいただけます

σ728・3210 φ728・3733 fm.minoh.net

ラジオの周波数を

｢いつ」
も
「いざ」
もタッキーを！

放送日時

12

γ 月７日、 月５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競艇事業局企画室
σ７２４・６７２１
開催中…σ ６６８２・６２５０

11

11

10

２０２０サザンカップ
（水）
～8日
（日）
11月4日

19

デイリースポーツ杯争奪

番組紹介 FM81.6MHz

みのたんらじお

11

月 日τ〜３月 日ωは
狩 猟 期 間 で す。 狩 猟 者 の み
なさんが猟犬を連れて山に入
り、銃や「箱わな」
「くくりわ
な」などの法定猟具を使用し

12

11

箕面市主催ボートレース

11

10

10

12

11

30

16

15

17

11

10

11

18

15

QRコード

11

30

11

Facebookページ「箕面市長タイムズ」

…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

の輪の切り株の上の物語〜」
出演者

30

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。

