もみじだより７月号の情報は６月17日
（木）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
支援制度
・新型コロナウイルスに関する受診
相談について
・新型コロナワクチン接種のお知ら
せ
・新型コロナウイルスの影響による
自殺を防ぐために
・風しんの抗体検査と予防接種を受
けましょう
・献血デー
・更生保護サポートセンターをご利
用ください
・国民健康保険限度額適用認定証の
更新について
・新しい高齢受給者証を送ります
・新しい後期高齢者医療被保険者証
を送ります
・国民年金保険料の免除制度をご利
用ください
・介護保険負担割合証の送付について
・ 後期高齢者医療保険料を決定します
・露店開設には消火器の準備と届け
出を
・聖苑葬儀相談会
・各種相談窓口
・年金なんでも相談
・今月の税金
・都市景観審議会
・農地への農業用施設の設置には報
告が必要です
・農景観作物の種子代の補助について
・ペットボトル・不燃ごみ・危険ご
み・大型ごみの収集日
・再生資源のキャラバン回収 ７
月・８月
・北急延伸と周辺まちづくりに関す
る説明会

・らいとぴあ の催し
・箕面船場における文化芸術国際交
流のまちづくりシンポジウム
・文化芸能劇場オープニングイベン
トの応募期間延長
・ 多 文 化 体 験・交 流・学 びク ラ ブ「 ま
ふがっこ」
・マンスリー多文化サロン 台湾編
・郷土資料館企画展「戦時生活資料展」
・７月のおひさまルームの催し
・７月の出張子育てひろばのお知らせ
・７月の保育園ミニイベント・園庭
開放
・遊びにおいでよ！幼稚園へ
・ぽんぽんファミリーひろば
・大阪青山大学「中高生サマーセミ
ナー」
・総合型地域スポーツクラブ 箕面
東コミスポ
・総合型地域スポーツクラブ 箕面
ＳＣ
・スポーツ教室
・各種スポーツ体験会
・スポーツのつどい中止のお知らせ
・第 回箕面紙芝居まつり
・令和２年度夏の成人祭を開催します
・ヒューマンズプ ラザのお も ちゃ病 院
・星を観る会〜夏の星空・月・金
星・火星を見よう〜
・箕面市主催ボートレース

・箕面産の野菜を使ったおにぎりラ
ンチの写真
・「 社 会 を 明るく する運 動 」作 文コン
テスト
・明るい選挙啓発ポスターコンクー
ル
・防火図画と習字
・第 回箕面市民展
・市職員
・「 学 力 保 障 ・ 学 習 支 援 事 業 」 学 生
等サポーター
・市立病院職員（任期付フルタイム）
・自衛官
・萱野・桜ケ丘老人いこいの家の指
定管理者を募集
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・第 回みのおこども文化体験フェ
ア参加者募集
・ニュージーランド柔道選手にエー
ルを送ろう！
・「 市 地 域 公 共 交 通 計 画 」（ 素 案 ）
の方
向性に対するパブリックコメントの日
程を変更

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

放送時間 いずれも３～５分程度

・プレミアム付商品券「小さなお店
応援チケット〈第２弾〉」を販売し
ます
・勤労障害者・障害者雇用優良事業
所を表彰します
・グリーンホールのホール棟利用終
了のお知らせ
・自治会に加入してください！
・低所得の子育て世帯への特別給付
金について
・７月の母子保健事業
・７月の乳幼児食育推進事業
・ひとり親家庭のための弁護士によ
る無料法律相談
・毎月５日は少年を守る日
・子宮頸がん予防ワクチンについて
・７月・８月の子どもの歯の検診
・児童水遊場オープン
・７月は「少年非行・被害防止、暴
走族追放強調月間」
・第一・第二市民プールの開催につ
いて
・移動図書館みどり号７月巡回日程
・お得なマイナポイントをお申し込
みください！
・「ふるさとカレンダー」の祝日書き換
えのお願い
・箕面逸品
・サマージャンボ宝くじなどを発売
・タッキー８１６番組紹介

・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
・アンチエイジングセミナー
・普通救命講習１
・メイプルホール・グリーンホール
からのお知らせ

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。

31

32

33

34

64

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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新型コロナウイルスに関する各種支援制度
記号の説明
…対象
…日時・日程

※
「低所得の子育て世帯への特別給付金」
については、
25ページをご覧ください
…持ち物
…費用
…一時保育
※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（上限あり）
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

事業主の指示により、
令和２年10月〜令和３年６月末に休業した中
小企業の労働者、
令和２年４月〜６月及び令和３年１月８日〜６月末※
に休業した大企業のシフト制労働者などで、賃金（休業手当）を受け
ることができなかったかたに給付金を支給します。
※大阪府は令和２年11月27日から。都道府県によって異なります

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
R0120・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

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

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、市税の納付について

納税が困難なかたについて、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 R0120・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、貸付を行います。
ρ社協貸付担当 σ727・9515 φ727・3539

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

令和３（2021）年７月号

…場所
…内容
…申込先・申込方法

…講師
…定員
…問い合わせ先

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

事業者のかたへ（お問い合わせ窓口）

給付・助成
■大阪府営業時間短縮協力金、大阪府大規模施設等協力金について
ρ大阪府時短・大規模施設等協力金コールセンター
σψ７１６６・９９８７
（平日午前９時〜午後6時）

■雇用調整助成金について

ρ大阪労働局助成金センター σψ7669・8900
ρハローワーク池田 σ751・2595 φ751・5848

■大阪府飲食店等感染症対策備品設置支援金について
ρ同支援金コールセンター σψ7739・4376
（土・日曜日、祝日を除く午前９時〜午後６時）

■中小法人・個人事業者のための月次支援金について
ρ
月次支援金事務局 R0120・211・240
（IP電話からの場合 σ∠6629・0479）

■事業再構築補助金について

ρ
事業再構築補助金事務局コールセンター σ0570・012・088
（IP電話からの場合 σ∠4216・4080）
（日曜日、祝日を除く午前９時〜午後６時）

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

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： R0120・154・505

■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

R0120・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

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
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）

※受診相談について、詳しくは左ページをご覧ください

■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）

新型コロナワクチン接種に関する相談・予約について
ρ市新型コロナワクチン接種コールセンター
σ727・6865 φ727・3539
集団接種の予約専用 σ727・6861
（月〜土曜日午前９時〜午後５時〈祝日を除く〉
）

※詳しくは市ホームページ（QRコードからアクセス）をご覧ください
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健

康

新型コロナウイルスに関する受診相談について
福

祉

安

全

相

談

税

聴

みどり

ρ地域保健室 σ７２７・９５０７ φ７２７・３５３９
環

新 型コロナワクチン接 種
のお知らせ

地域創造

64

国際交流

16

人権文化

生涯学習

８６５φ７２７・３５３９

新型コロナウイルスの影響
による 自 殺 を 防 ぐために

コミュニティ

市民活動・ 子 ど も

スポーツ

図 書 館

自殺により、昨年は全国で
６月 日に 歳〜 歳のか
２万１０８１人のかたが亡く
たに接種券（クーポン券）を
なっています。この数は、新
郵送しました。同封のちらし
型コロナウイルス感染症によ
（
「新型コロナワクチン接種券
る生活の変化や、収入の減少
をお受け取りの皆様へ」
）また
などを受けて、さらに増加す
は市ホームページをご覧の上、 ると予想されています。
接種の予約をしてください。
自殺は、さまざまな要因が
集団接種の予約…電話（予約
複雑に関係して、その多くが
専用σ７２７・６８６１）
、市 「心理的に追い込まれた末の
ホ ー ム ペ ー ジ、 箕 面 市 Ｌ Ｉ
死」であり、「防ぐことができ
ＮＥ公式アカウントで受付
る社会的な問題」と言われて
個別接種の予約…接種可能な
います。
医療機関（相原病院、箕面正
悩みを抱えているかたは、
井病院、照葉の里箕面病院を
次の相談機関にご相談くださ
含む）に直接お問い合わせく
い。また、身近なかたの悩み
ださい ※中井胃腸科医院の
に気付いたら、温かく寄り添
予約は、 月２日λから開始
いながら悩みに耳を傾け、相
（予約受付は窓口のみ）します
談機関への相談を勧めてくだ
なお、予約は１人１カ所で
さい。
す。複数の会場での予約はし
こころの健康についての相談
ないでください。また、予約
…地域保健室σ７２７・９５
日の都合が悪くなった場合は、 ０７ （午前８時 分〜午後５
時 分）
、池田保健所σ７５
必ずキャンセルの手続きをし
１・２９９０（午前９時〜午
てください。重複予約は、準
後５時 分） ※いずれも土・
備したワクチンが無駄になり
日曜日、祝日を除く
ますので、市民のみなさんの
その他の相談機関について
ご協力をお願いします。
ρ市新型コロナワクチン接種 は地域保健室へお問い合わせ
コールセンターσ７２７・６
いただくか、市ホームページ
境

作品募集

人材募集

そ の 他

をご覧ください。
ρ地域保健室σ７２７・９５
０７φ７２７・３５３９

意見募集

広告の申込は、箕面ＦＭまちそだて㈱（σ７２８・３２１０）へ

診療・検査医療機関を受診（ＰＣＲ検査などの実施）
まちづくり

45

医療機関を案内
診療・検査

かかりつけ医が
医療機関を案内
傍

45

新型コロナ受診相談センター

保
険
医療年金

15

15

かかりつけ医

•発熱、
息苦しさ
（呼吸困難）
、
強いだるさ
（倦怠感）
などの症状がある
•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

11

7

夜間・休日、かかりつけ医が
いないなど、相談先に迷う
場合は新型コロナ受診相談
センターへ相談

診療・検査が
○可能
×不可

σ
φ

７１６６・９９１１
６９４４・７５７９
上記以外のかたでも、
風邪の症状が４
日以上続く場合はご相談ください。
なお、
夜間・休日、
かかりつけ医がいな
い場合は、
新型コロナ受診相談センター
へご相談ください。

（24時間対応）

まずは
かかりつけ医へ相談
次の症状がある場合、
かかりつけ医へ
ご相談ください。

発熱などの症状がある場合は…

まずは、
かかりつけ医へご相談を

…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３（2021）年７月号

37

31

7月1日･8日･15日・29日
（木）
13:00～15:00

β市内在住の65歳以上のかた
δ東生涯学習センター

7月6日･13日･20日・27日
（火）
13:00～15:00

防するための体操ほか η
人（申込順。初めてのかた優
先） μ無料
πρ 月 日α午前８時 分
から、みのおライフプラザ総
合窓口σ７２７・９５２４φ
７２７・３５３９

20

7

27

β犯罪・非行に関して悩んで
いるかた、過去の犯罪歴が原
因で仕事が見つからないかた、
更生保護活動に参加したいか
た γ月〜金曜日午前 時〜
午後４時（祝日を除く） δ総
合保健福祉センター分館 ε
保護司が相談を受け付け、ア
ドバイスや関係機関を紹介。
更生保護活動や就労などの情
報を提供 μ無料 ※要予約
ρ更生保護サポートセンター
σ７２６・５４５４φ７４９・
１５６６

更生保護サポートセン
ターをご利用ください

45

10

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

β市内在住の 歳以上の女性
（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） γ
８月 日、９月７日・ 日・
日α午後１時 分〜３時（全
４回） δ 東生涯学習センタ
ー ε「骨盤底筋トレでポッ
コリお腹予防コース」
。女性特
有の悩み（尿もれなど）を予

21

献血を実施 θ運転免許証な
ど本人確認できるもの
ρ市献血推進協議会σ７４９・
１１０９φ７４９・１５６６

20

20

14

β市内在住の65歳以上のかた
δ西南図書館

パワープレート講習会

18

運動トレーナーによる
シニア向け体操指導

50

20

31

βγδ次の表のとおり

β市内在住の 歳以上のかた
γ ８月 日λ午後１時 分、
午後１時 分、午後２時 分
（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
πρ８月４日ι〜 日ιに稲
ふれあいセンターσ７３４・
８６１７φ７３４・８８１８
70

アンチエイジングセミ
ナー

60

65

30

7月7日･14日･21日・28日
（水）
10:00～16:00

ε体操ミニセミナー、運動の
相談、握力測定ほか（７月
日κ・西南図書館、７月 日
α・東生涯学習センターは歯
科衛生士によるお口の体操指
導あり） 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手
続きのため本人確認書類（マ

15

日時

β市内在住の60歳以上のかた
δ稲ふれあいセンター
対象・場所

ださい。
ρ地域保健室σ７２７・９５
０７φ７２７・３５３９

30

※いずれも入退室自由（お好きな時間にお越しください）

27

献血デー

18

７月は「愛の血液助け合い
運動」
月間です。コロナ禍によ
る外出自粛などの影響で、献
血協力者及び血液在庫量が激
減しています。ぜひご協力く
ださい。
β 歳〜 歳の男性及び 歳
〜 歳の女性で採血基準を満
たすかた γδ７月４日τ・
日χ午前 時〜午後４時
分・みのおキューズモール、７
月 日α午前 時〜午後４時
分・阪急箕面駅前 （途中１
時間休憩あり ） ε４００ml
69

10

10

69 17

23

13

30

風しんの抗体検査と予防
接種を受けましょう

54

対象者には、令和元年度に
クーポン券を送付しています。
このクーポン券を利用できる
のは、令和４年３月 日まで
です（予防接種は抗体検査の
結果、抗体がないと認められ
たかたのみ期限までに接種し
てください）
。
β昭和 年４月２日〜昭和
年４月１日生まれの男性 受
診・接種期限…令和４年３月
日κ δ指定医療機関（要
予約） μ 無料 ※クーポン
券を持参してください
対象者で、紛失や転入など
でクーポン券がお手元にない
かたは地域保健室へご連絡く
31

…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

16

健

福

祉

保
険
医療年金

安

全

相

談

31

聴

26

みどり

21

まちづくり

地域創造

人権文化

国際交流

生涯学習

コミュニティ

市民活動・ 子 ど も

スポーツ

図 書 館

意見募集

作品募集

人材募集

そ の 他

ρ介護・医療・年金室σ７２
ρ介護・医療・年金室σ７２
介護保険負担割合証の
４・６７３９φ７２４・６０
４・６８６０φ７２４・６０
送付について
４０
４０
介護保険サービスの利用者
国民年金保険料の免除
負担割合は、所得に応じて１
制度をご利用ください
割、２割、３割のいずれかで
す。この負担割合を記載した
国 民 年 金 の 第 １ 号 被 保 険 「介護保険負担割合証」をお持
者（自営業者、無職のかたな
ちのかたには、有効期間を更
ど）で、失業などにより保険
新したものを７月中旬以降に
料のお支払いが困難な場合に
送付します（有効期間は８月
は、世帯の所得に応じて「全
１日〜令和４年７月 日）
。
額免除」
「４分の３免除」
「半
介護保険サービス利用時に、
額免除」
「４分の１免除」
「納
サービス事業者やケアマネジ
付猶予」の免除制度がありま
ャーが負担割合を確認できる
す。
よう提示してください。
免除申請は、年度（７月〜
翌年６月）ごとに毎年申請が
必要です。令和３年度は、
７月
１日κから受け付けます。た
だし、昨年度「継続申請」を
希望し、承認された場合は不
要です。
申請書は、市役所、豊川・
止々呂美支所にあります。必
要な添付書類については、お
問い合わせください。 ※免
除された期間の保険料は、
年以内であればさかのぼって
お支払いができる「追納制度」
があります
ρ介護・医療・年金室σ７２
４・６７３５φ７２４・６０
４０

境

31

74

傍

10

新しい高齢受給者証を
送ります

70

税

環

国民健康保険限度額適
８月１日τから利用できる
用 認 定 証の更 新について 「国民健康保険高齢受給者証」
（薄緑色）を７月下旬に郵送し
高額な医療を受けるかたの
ます（８月５日κまでに届か
ための「限度額適用認定証」を
ない場合はご連絡ください）
。
β国民健康保険に加入してい
随時交付しています（同じ医
る 歳〜 歳（昭和 年８月
療機関でのお支払いが自己負
２日〜昭和 年８月１日生ま
担限度額までになります）
。
現在交付している認定証は、 れ）のかた
医療機関を受診する場合は、
７月末が有効期限です。引き
必ず国民健康保険被保険者
続き必要なかたは、７月 日
証と一緒に提示してください。
α以降にマイナンバーカード
所得に応じた負担割合（２割
（個人番号カード）またはマ
または３割）で受診できます。
イナンバー確認書類（マイナ
ンバー入り住民票の写しなど） ρ国民健康保険室σ７２４・
６７３４φ７２４・６０４０
と本人確認書類、印鑑を持参
の上、医療保険・年金・介護
新しい後期高齢者医療
窓口で申請してください。郵
送による申請もできますので、 被保険者証を送ります
詳しくはお問い合わせくださ
７月下旬までに新しい被保
い。
険者証（桃色）を簡易書留で
なお、自己負担限度額は、所
得や年齢によって異なるため、 送ります。届いたときから使
用できますので、現在お持ち
令和２年中の収入の申告が必
の被保険者証（令和３年７月
要です。また、保険料に未納
日期限のもの。薄緑色）は、
があると認定証を交付できな
破棄してください。 ※病院
い場合があります。
ρ国民健康保険室σ７２４・ などで支払う自己負担の割合
６７３４φ７２４・６０４０ （１割または３割）が変わって
いる場合がありますので、ご
注意ください（令和３年度住
民税課税標準額で判定）
康

17

20

令和３（2021）年７月号

後期高齢者医療保険料
を決定します
令和３年度の保険料を、令
和２年中の所得に基づき決定
します。保険料額決定通知書
及び納入通知書を７月中旬に
送付しますので、内容をご確
認ください。
なお、今年は昨年と同じ保
険料率で、計算式は次のとお
りです。

届け出に関して、詳しくはお
問い合わせください。
ρ消防署警防第一室・第二室
σ７２４・９０９０φ７２４・
６４１６

普通救命講習１

※被保険者の所得は、総所得金額などから基礎
控除額を差し引いた額です。
また、基礎控除額
は、地方税法に定める金額で、前年の合計所
得が2400万円以下の場合は43万円
○保険料（年額）
の限度額は64万円です
○所得の低いかたについては、軽減措置があります

覧ください。
πρ開催日２日前の正午まで
に消防署警防第一室・第二室
σ７２４・９１９９φ７２４・
６４１６

聖苑葬儀相談会

γ７月７日ι、８月５日κ、９
月 日ω午後１時 分〜３時
δ聖苑 ε葬儀に関する相談、
施設の見学
●出前講座講師派遣
β 市 内 の 自 治 会、 福 祉 団 体
など 〜 人程度のグループ
ε相続・遺言、葬儀・お墓な
どについて（会場は申込者が
確保してください） ζ 司法
書士、終活カウンセラー μ
無料 π希望日の１カ月前ま
でに聖苑へ
ρ聖苑σ７２０・７９８０φ
７２０・７９８２

聖苑

乗せして軽減されていました
が、令和元年度から段階的に
見直しが行われ、令和２年度
７・ 割軽減になっていたか
たは、令和３年度から７割軽
減になります。
詳しくは、７月下旬までに
お送りする被保険者証に同封
のちらしをご覧ください。
保険料のお支払いは、原則
年金からの差し引きとなりま
すが、年金の受給額などによ
っては、納付書でのお支払い
となります（ご希望により口
座振替でもお支払いいただけ
ます。詳しくはお問い合わせ
ください）
。
ρ介護・医療・年金室σ７２
４・６７３９φ７２４・６０
４０

60

γ７月 日、８月 日、９月
日τ午前９時 分（ 分程
度） δ 消防本部 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）の使用方法ほ
か η各５人（申込順） μ無
料
新型コロナウイルスの感染
拡大を防止するため、講習時
間を短縮します。実技のみの
講習となるため、事前に市ホ
ームページの「応急手当ＷＥ
Ｂ講習」を受講してください。
ＷＥＢ講習が受講できないか
たは、ご相談ください。
詳しくはお問い合わせいた
だくか、市ホームページをご

西南図書館

30

半町

露店開設には消火器の
準備と届け出を

の（近親者だけのバーベキュ
ーや、一定の面識があるかた
だけが集まる学校や自治会な
どの催しを除く）
。
●火気器具とは
ガソリン、軽油、プロパン
ガス、薪や炭を燃料とする器
具、電熱器具、発電機、ガス
コンロ、フライヤー、ホット
プレートなど、火災が発生す
る恐れがある器具です（湯沸
かしポット、コーヒーメーカ
ーなどを除く）
。
●消火器の準備
火気器具を使用する露店な
どで各店舗に１本（ＡＢＣ
型）準備してください。
●誰が届け出るのか
露店の開設者が届け出を行
ってください（主催者による
一括の届け出も可）
。
●ガソ
 リンの取り扱いは特に
ご注意を
ガソリンは非常に引火しや
すい物質です。その蒸気は空
気より重く、滞留しやすいた
め、取り扱いに細心の注意を
払わないと、容易に火災が発
生します。また、貯蔵には性
能試験に合格した金属製の容
器が必要です。
消防署では、届け出時に火
気器具の正しい使用方法や
消火器の適正配置など、火災
予防に関する指導を行います。

国道171号

50

コミュニティ
センター
西南小会館

54,111円

13

10

消防署
西分署

北

15

30

10.52%

被保険者１人当たり

（年額）

75

夏祭りなど多数の人が集ま
る催しで、火気器具を使う露
店などを開設する場合は、消
火器の準備と「露店等の開設
届出書」の届け出が必要です。
●対象となる催し
不特定多数の人が集まる催
しで、火気器具を使用するも

18

所得割額

また、保険料の軽減につい
て、次のとおり変更がありま
す。これは、全てのかたが安
心して医療を受けられる社会
を維持するため、高齢者のか
たにも所得に応じてご負担を
いただくものです。
保険料均等割合額が法令上
７割軽減の対象となるかたに
ついて、これまで特例的に上

19

被保険者の所得※
×所得割率

＋
＝

被保険者
均等割額
保険料

…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

18

健
康
福

各種相談窓口

※祝日は特に記載のない限り実施しません

祉

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）

保
険
医療年金

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

安

子ども（子育てや教育など）

全

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

相
談

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

ρ教育センター／月～土曜日 9:00～17:00

σ721・8845 φ723・5433
σ724・6797 φ724・6010

税

児童虐待通報

ρ児童相談支援センター／月～金曜日 8:45～17:15

σ724・6233 φ721・9907

児童虐待通報

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

σ072・295・8737

傍

σ725・7029 φ720・5323

ρ西部高齢者くらしサポート／月～金曜日 8:45～17:45

σ720・5592 φ720・5593

萱野・北・中小校区

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

境

萱野北・萱野東・豊川南小校区

ρ中東部高齢者くらしサポート／月～金曜日 9:00～17:30

σ727・9511 φ727・3597

ρ東部高齢者くらしサポート／月～金曜日 8:45～17:15

σ729・1711 φ730・2230

みどり

まちづくり

ρ北部・西南高齢者くらしサポート／月～金曜日 8:45～17:15

環

聴

高齢者（介護保険や福祉サービス、地域活動、虐待通報など）
止々呂美・西南・南小校区
箕面・西小校区

地域創造

東・豊川北・彩都の丘小校区

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

国際交流

ρライフタイムミント／月～土曜日 10:00～18:00

σ720・6806 φ723・6506

ρウイズ／月～金曜日 9:00～17:00

σ・φ725・2179

ρパオみのお／月～金曜日 9:00～17:30

σ・φ726・7800

生涯学習

人権文化

障害者（福祉サービス、困りごと相談、虐待通報など）

コミュニティ

市民活動・ 子 ど も

スポーツ

図 書 館
意見募集
作品募集
人材募集

そ の 他

19

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）

σ722・0999 φ723・5538

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）
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らいとぴあ21／火～日曜日、祝日 9:00～17:00

σ722・7400 φ724・9698

ρヒューマンズプラザ／火～日曜日、祝日 9:00～17:00

σ721・4800 φ721・3501

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

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 details, please contact MAFGA.

σ727・6912 φ727・6920

令和３（2021）年７月号

４・６９１８φ７２２・２４
６６

ρ同課σ７２４・６７２８φ
７２２・２４６６

4日・18日

は 白島
半町

9日・23日

年金なんでも相談

7日・21日

に 新稲
西宿

10

21

10

30

今月の税金

ペットボトル・不燃ごみ・危険ごみ・大型ごみの収集日

やすい場所にある面積３００
㎡以上の一団の農地 補助額
…大阪北部農協の販売価格を
上限 申請書…農業振興課で
配布（市ホームページからダ
ウンロード可） π８月 日λ
までに同課の窓口で ※補助
金交付決定前に購入した場合
は、補助の対象外となります

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

桜ヶ丘

萱野

1日・15日
7日・21日
1日・15日
5日・19日
1日・15日
5日・19日

13日・27日 10日・24日 せ
6日・20日
3日・17日 に
14日・28日 11日・25日
13日・27日 10日・24日 ひ
ほ
14日・28日 11日・25日 ま
み
6日・20日
3日・17日

せ 瀬川
船場東

か 上止々呂美

8日・22日 12日・26日

6日・20日

2日・16日

桜井

令和３年度の固定資産税・
都市計画税（第２期分）の納
期限は８月２日ωです。納税
通知書が届いたら、金融機関、 農地への農業用施設の設
置には報告が必要です
コンビニエンスストア、郵便
局、豊川・止々呂美支所でお
農地に農業用施設を設置す
支払いください。
なお、市税のお支払いには、 る場合は、農業委員会への転
用の届け出または同委員会の
口座振替やスマホ決済アプリ
で の お 支 払 い（Pay Pay 、 転用許可が必要です。
、
なお、設置面積が２アール
LINE Pay 、楽天銀行）
クレジットカード決済（イン
未満の場合、転用の届け出や
ターネットによる手続き）が
転用許可は不要ですが、農地
便利です。詳しくは市ホーム
の管理上、同委員会へ設置報
ページまたは納税通知書をご
告をしてください。
覧ください。
農業用施設とは、農業用倉
ρ税務課σ７２４・６７０９ 庫、ビニールハウス、農作業
φ７２３・５５３８
場など農業経営上必要な施設
です。詳しくは、同委員会へ
お問い合わせください。
ρ同委員会事務局σ７２４・
６７６４φ７２２・２４６６

し 下止々呂美

9日・23日 13日・27日

お 小野原西
け 外院

8月

7月

※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

温泉町

い 石丸
今宮

農景観作物の種子代の
補助について
農地の保全と美しい農景観
作りを目的として、レンゲの
種子代を補助します。
β道路沿いなど、人目にふれ

ρ環境整備室 σ７２９・２３７１φ７２９・７３３７

13

5日・19日
2日・16日
12日・26日
9日・23日
8日・22日 12日・26日
7日・21日
4日・18日
8日・22日 12日・26日
1日・15日
5日・19日

さ 彩都粟生北
彩都粟生南

7月

収集地区
あ 粟生間谷西
9日・23日 13日・27日
粟生間谷東
い 稲
お 大字粟生間谷
14日・28日 11日・25日
小野原東

12日・26日

8月

B 火・金地区

A 月・木地区

収集地区
あ 粟生外院
粟生新家

都市景観審議会

10

30

●市役所
γ７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
●らいとぴあ
β市内在住、在職、在学のか
た γ７月９日λ午後２時〜
ε令
８時 δらいとぴあ
和３年度（７月〜令和４年６
月）の国民年金保険料免除申
請の臨時受付（市内在住のか
たのみ。令和２年度分も可）
、
国民年金や厚生年金に関する
相談（社会保険労務士による
個別相談あり） θ印鑑、年金
手帳、本人確認書類 （マイナ
ンバーカード〈個人番号カー
ド〉
、健康保険証、運転免許証
など ）
ρらいとぴあ σ７２２・７
４００φ７２４・９６９８
10

γ７月 日ω午前 時 δ市
役所本館２階特別会議室 案
件（予定）…景観重要建造物
の指定について（諮問） η
人（当日先着順）
ρ まちづくり政策室σ７２
26

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

健
消防署
西分署

全

国道171号

相

半町

11

10

集積場所

北
コミュニティ
センター
西小会館

武道館

第一
市民プール

11

第一総合運動場
野球場

傍
聴
みどり

まちづくり

環

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

税

ρ環境整備室σ７２９・２３
７１φ７２９・７３３７

談
人権文化

｢小さなお店応援チケット＜第２弾＞」
を販売します

国際交流
生涯学習

コロナ禍における家庭の負担を軽減し、
売上が減少している
市内の中小企業・小規模事業者及び交通事業者を応援するため、
「小さなお店応援チケット＜第２弾＞」
を販売します。
前回と同様、
販売は事前申込制とし、
７月９日㊎から申し込み
を受け付けます。
お得に買い物などができ、
事業者の応援にもつ
ながりますので、
ぜひご購入ください。

コミュニティ

市民活動・ 子 ど も

（限定２万冊）
１ レギュラー商品券

6000円分（500円×12枚）
の商品券

７月９日㊎から
事前申込制で販売！

13

5000円で販売

（限定1000冊）
2 阪急バス１日乗車券付商品券

2500円分（500円×５枚）
の商品券＋阪急バス１日乗車券１枚
（810円相当） 2000円で販売

スポーツ

（限定1000冊）
3 オレンジゆずるバス１日乗車券付商品券

2500円分（500円×５枚）の商品券＋オレンジゆずるバス１日乗車券２枚（880円相当）

（限定2000冊）
4 タクシーチケット付商品券

2000円で販売

図 書 館

2500円分（500円×５枚）の商品券＋タクシーチケット1000円分（500円×２枚） 2000円で販売
対 象 者 市内在住のかた

７月９日㊎～８月９日㊊

申込は①１人２冊まで、
②③④は１人いずれか１冊
（①と併
せて購入可）
。
いずれも申込多数の場合抽選

作品募集

申込方法 次のいずれかの方法で申し込み
⚫箕面商工会議所のホームページ
（QRコードからアクセス）
から
⚫商店街の各店舗に設置の申込書に必要事項を記入し、
応募箱に投函
住所、
氏名、
電話番号、
購入希望冊数を記入し、
同会議所
⚫はがきに郵便番号、
「小さなお店応援チケット」
申込係
（〒562-0003西小路３-２-30）
へ郵送
使用期間 ９月１日㊌～12月31日㊎

15

10

18

14

16

人材募集

そ の 他

時・船場生涯学習センター（各
１時間 分） ε 北大阪急行
線延伸工事及び周辺のまちづ
くりの状況について η①
人② 人③ 人④ 人⑤ 人
⑥ 人（いずれも当日先着順）
ρ鉄道延伸室σ７２４・６９
０７φ７２２・７６５５

意見募集

申込期間

γδ①７月 日ν午後７時・
みのお市民活動センター②７
月 日 α 午 後 ７ 時・ と ど ろ
みの森学園③７月 日ι午後
７時・中央生涯学習センター
④７月 日κ午後７時・東生
涯学習センター⑤７月 日λ
午後７時・総合保健福祉セン
ター分館⑥７月 日τ午後２

販売チケットは４種類！

北急延伸と周辺まちづ
くりに関する説明会

地域創造

交通機関（バス・タクシー）
とのコラボで、
さらにおトク！

もみじだより６月号でお知
らせした説明会は、次の日程
に変更します。

境

21

プレミアム付商品券

再生資源のキャラバン
回収 ７月・８月

集積場所

14

西小学校

第三中学校

安

西南小

保
険
医療年金

箕面線

古紙・古布などの再生資源
を回収します。
●７月の回収日・場所…７月
日ν午前９時〜 時・西小
学校正門入口付近

祉

電鉄
阪急

●８月の回収日・場所…８月
日ν午前９時〜 時・第三
中学校北側通用門入口付近

福

※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

康

北

80

箕面商工会議所
ホームページ

※新型コロナウイルス感染症の拡大状況によっては、
使用期間を変更する可能性があります

購入方法 ８月下旬から順次送付する
「購入引換はがき」
を持参の上、
下記の販売所で購入

（２階受付）
、
東生涯学習センター、
西南生涯学習センター、
みのお市
販 売 所 箕面文化・交流センター
民活動センター、
多文化交流センター

ρ箕面商工会議所σ７２１
・
１３００φ７２１
・
１３０５ 箕面営業室σ７２４・６７２７φ７２２・
７６５５

20

30

30
50
55

40

令和３（2021）年７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

料 金など

つどい

グリーンホールホワイエコンサート
「集」Vol.9
～思いを音に託して～

7月13日
（火）18:30
メイプルホール大ホール

第107回めいぷるごにんばやしの会
出演：桂米紫、桂吉弥、桂紅雀、桂まん我、桂ひろば
※豪華賞品が当たるスタンプラリーあり

7月22日
（祝）14:00
グリーンホール
8月4日
（水）
①13:30②15:30
メイプルホール小ホール
8月4日
（水）時間未定
5日
（木）時間未定
メイプルホール大ホール

入場無料（全自由席）

第27回箕面市夏の吹奏楽祭

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
入場無料（全自由席）

楽楽クラシカル&吉岡邑玲がお贈りする
「えほんこんさーと」

一般：前売1,000円、
当日1,500円
小学生以下：前売500円、
当日800円
（３歳未満無料）
（全自由席）

第45回ピティナ・ピアノコンペティション

一般1,100円／ピティナ会員900円
（全自由席）

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
前売：一般2,000円
（会員1,800円）
Maple Friday Jazz Concert vol.22
8月20日
（金）18:30
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）、小林充（アルトサックス）、
前売当日とも大学生以下1,000円（要学生証）
メイプルホール小ホール
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109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

8月17日
（火）18:30
メイプルホール大ホール

＊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

15

グリーンホールのホール
棟利用終了のお知らせ

23

●まなびカフェ
同ホールのホール棟は、７ γ①７月９日λ②７月 日κ
午後６時 分〜８時 εζ①
月 日νをもって利用終了と
なります。会議棟については 「バベル・カフェ第二弾 知っ
引き続きご利用いただけます。 とこ！西アジア〜レバノンっ
・大阪大学
ρ同ホールσ７２３・２５２ て ど ん な 場 所？」
留学生②「アートであそぼう」
５φ７２３・２５２６
（大人向け）
・竹綱珠衣さん（作
第 回みのおこども文化
家） η① 人② 人（いずれ
も申込順） μ①１００円（資
体験フェア参加者募集
料代）②５００円（材料代）
、
いずれも別途飲み物代１００
円程度
●うたごえ喫茶
γ７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（７
月 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

βコースにより年齢制限あり
γ８月７日ν・８日χ午前
時〜午後４時 分 δ中央生
涯学習センター、メイプルホ
ールほか ε詩吟、尺八、箏、
日本舞踊、茶道、華道、囲碁、
合唱、演劇、ラジオ放送、剣詩
舞、ジャズピアノ、製菓 η
コースによる（申込多数の場
合抽選） μ無料（実費負担あ
り） π 各公共施設に設置の
申込用紙に必要事項を記入の
上、７月６日α〜 日α午前
９時〜午後５時にメイプルホ
ール（〒５６２ ―０００１箕
面５ ― ― ）へ持参または
郵送。メイプル文化財団ホー
ムページから申込可
ρ同ホールσ７２１・２１２
３φ７２１・０４９５
11

メイプルホール・グリーンホールからのお知らせ

公演名

31

30

20

勤労障害者・障害者雇用
優良事業所を表彰します

市では、毎年「障害者雇用
支援月間」の９月に、障害者
の社会参加と雇用促進を目的
として、表彰を行っています。
該当する障害者市民、事業所
を推薦してください。
推薦方法…箕面営業室に設置
の推薦用紙に必要事項を記入
し、７月９日λまでに同室へ
●勤労
 障害者表彰（おおむね
５人以内）
β７月１日現在、同一事業所
で３年以上勤務している障害
者市民で、意欲的に職務に励
んでいるかた
●障害
 者雇用優良事業所表彰
（おおむね５カ所以内）
β ７ 月 １ 日 現 在、 市 内 に あ
り、障害者の就労環境に配慮
し、１年以上の雇用関係にあ
る勤労障害者がいる事業所
※推薦があった中から選考し、
表彰者を決定します
ρ同室σ７２４・６７２７φ
７２２・７６５５

日時・場所

7月3日
（土）14:30
グリーンホールホワイエ

10

14

萱野保育所

1号
国道17

萱野小

萱野２丁目西

新御堂筋

らいとぴあ21

かやの
幼稚園

28

15

21

30

10

21

40

30

らいとぴあ の催し

北

21

15

22

健
康

箕面船場における文化芸術国際交流のまちづくりシンポジウム

福

参加
無料

祉
保
険
医療年金

７月11日日

オンライン開催

（武蔵野大学教授）
、
竹村景子さん
出演 大迫弘和さん

午前10時～正午

安
全
相

北大阪急行線の新駅開業を控え、
大阪大学箕面キャンパスや複合公共
施設のオープンなど、
着々とまちづくりが進む船場地区。
新たな
「文化国際
交流の拠点」
として、
文化芸能劇場、
船場生涯学習センターなどの活用方
法や、
大阪大学との連携・協力などについて、
各分野で活躍する出演者が
意見を交わします。
今回はオンラインで開催し、
YouTubeでのライブ配信を行います。
リアル
タイムで質問を受け付けるコーナーもありますので、
ぜひご参加ください！
ρ文化国際室σ７２４・６７６９φ７２４・６０１０

（大阪大学外国語学部長）
、
木田真理子さん
（ブノ
ワ賞受賞ダンサー）
、
上島一彦箕面市長ほか

大迫弘和さん

竹村景子さん

ⒸHironori Tsukue

木田真理子さん

参加方法についてなど、
詳しくは市ホームページ
（QRコードからアクセス）
をご覧ください。
内容

8月1日
（日）17:00

「箕面・ART・地球－すべての子どもたちのために－」
オープニング記念講演とSIS/OIS卒業生などによる芸術パフォーマンス
出演：大迫弘和（元千里国際〈現関西学院千里国際〉
中・高等部校長）
ほか

傍

8月1日
（日）13:00

・上島一彦箕面市長によるオープニング宣言
・
「左手のピアニスト智内威雄リサイタル」

聴

「0100 DANCE」
でこころもからだもおどりだそう！
出演：南流石（振付演出家）、上島一彦箕面市長
※
「パラリンピック採火イベント」
を同時開催

8月8日
（祝）14:00

「箕面市青少年吹奏楽団 特別演奏会＆廣田遥トークショー」

境

8月21日
（土）
①11:00
（日本語版） 小ホール
②14:30
（英語版）

人権文化
国際交流
生涯学習
コミュニティ

桂米朝一門会
出演：桂ざこば、桂わかば、桂米紫ほか

8月22日
（日）14:00
※未就学児は入場不可
8月28日
（土）17:00
8月29日
（日）14:00

みのおキッズシアターwith末成映薫 第15弾
小学3年生から高校生までの子どもたちが参加する舞台

大ホール

13

高校生パフォーマンス
出演：箕面自由学園高等学校チアリーダー部 GOLDEN BEARS、
  箕面高校ダンス部 MINOH DANCE CREW

9月5日
（日）14:00
9月11日
（土）14:00

北芝解放太鼓保存会「鼓吹」特別公演

※もみじだより６月号でお知らせした上から２番目のプログラムにおいて、出演者の肩書きなどが誤っていました。訂正してお詫びします。

船場東３
新船場北橋
COM
２号館

スポーツ

新御堂筋

市民活動・ 子 ど も

図 書 館
意見募集
作品募集
人材募集

そ の 他

23

劇団｢すずしろ」
『煙が目にしみる』
海外でも活動実績のあるシニア世代の演劇グループ

ングイベントの無料ご招待は、 招待人数…大ホール各６００
応募期間を７月 日αまで延
人、小ホール各１００人（い
長しています。
ずれも申込多数の場合抽選）
β市内在住、在職、在学のか 応募締切… 月 日α（必着）
た γδε表のとおり
応募方法…Ａ４用紙やはがき、
市内各公共施設に設置の申込
用紙に必要事項（住所、氏名、
年齢、電話番号、メールアドレ
ス、市内の勤務・通学先〈市
外在住のかたのみ〉
、希望公
演名）を記入の上、メイプル
ホール（〒５６２ ―０００１
箕面５ ― ― ）または生涯
学習・市民活動室（〒５６２
―０ ０ ０ ３ 西 小 路 ４ ―６ ―
１）へ持参または郵送。市ホ
ームページまたはメイプル文
化財団ホームページからも応
募可 ※応募は１公演につき
１人１回まで。１枚の申込用
紙で、最大３人分の応募がで
きます
ρメイプルホールσ７２１・
２１２３φ７２１・０４９５

地域創造

8月4日
（水）10:00

環

まちづくり

みどり

大ホール

新船場南橋

文化芸能劇場オープニング
イベントの応募期間延長

税

場所

もみじだより６月号でお知
らせした同劇場のオープニ

談

日時

大阪大学
箕面キャンパス

文化芸能劇場

北

11
23

7

13

令和３（2021）年７月号

を応援してください。
①出場選手への応援メッセー
ジを募集…いただいたメッセ
ージは、市がとりまとめて動
画に編集し、出場選手に送り
ます
②出場選手への質問を募集…
いただいた質問に、後日出場
選手から回答をいただく予定
です
いずれも応募資格…市内在住、
在学の小学生以下のかた 募
集期間…７月１日κ〜 日α
（必着） 応募方法…市内各公
共施設などに設置の申込用紙
に必要事項を記入し、文化国
際室へ持参または郵送（〒５
６ ２ ―０ ０ ０ ３ 西 小 路 ４ ―
６ ―１） ※提出いただいた
メッセージ・質問は返却しま
せん

なお、選手が同大会に出場
で き な い 場 合 な ど は、 同 事
業を中止する場合があります。
詳しくはお問い合わせいただ

地震などの災害時には、
最初の数時間の対応が生死

という言葉がありますが、
阪神・淡路大震災や東日本大

地域の支え合い、
助け合いが見直されている昨今、
自

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。

50

自治会がない場合は、
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。

10

まだ加入していないかたは、
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。
近くに

12

治会は大変頼りになる存在です。

くか、市ホームページをご覧
ください。
ρ同室σ７２４・６７６９φ
７２４・６０１０

係にあった隣近所のみなさんでした。

大学連携

を分けると言われています。
「遠くの親戚より近くの他人」

０１３、同センターσ７２０・
言語社会の台湾について ζ
林初梅さん（大阪大学教授） ３３８６φ７２０・３３８７
ηオンライン参加 人、同セ
ンター 人（いずれも申込順） 郷土資料館企画展「戦時
μ無料 π７月５日ω午前９
生活資料展」
時〜 日ωに同大学外国語学
γ ７月 日λ〜９月 日ι
部へ電話または市ホームペー
ジの申込フォームから。詳し （木曜日休館） δ同館 ε戦
時中に使われていた道具や当
くは同大学同学部のホームペ
時のようすが分かる写真パネ
ージをご覧ください ※新型
ルのほか、
いわさきちひろ（画
コロナウイルス感染症の拡大
家）の平和パネルを展示 μ
状況によっては、オンライン
無料
開催のみとなる場合がありま
ρ同館σ７２３・２２３５φ
す
ρ同大学同学部σ７３０・５ ７２４・９６９４

震災のときも、
頼りになったのは、
日頃から顔の見える関

マンスリー多 文 化 サロン
台湾編

域で暮らしてもらうことです。

γ７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多

自治会活動の基本は、
住民の安全を守り、
安心して地

多文化体験・交流・学び
クラブ「まふがっこ」

市は東京２０２０オリンピ
ック競技大会のニュージーラ
ンド柔道チームのホストタウ
ンに登録されています。ぜひ
ニュージーランドの柔道選手

自治会の結成もお手伝いします！

15

自治会に加入してください！

15

ρ市民サービス政策室自治会係
σ７２４・６１７９φ７２３・５５３８

30

多文化交流センター

β小学生 γ７月３日ν午後
１時 分〜３時 分 δ多文
化交流センター ε地域の外
国人市民からモンゴルの文化
や遊びについて聞く ζウル
ジーバドラフ・オトゴンスレ
ンさん η 人（申込順） μ
無料
πρ７月２日λまでに国際交
流協会σ７２７・６９１２φ
７２７・６９２０
10

ニュージーランド 柔 道 選
手にエールを送ろう！

国道171号

30

自治会に入って、
お互いの命を
守り合いませんか？

いざというとき、
あなたを助けて
くれるのは
自治会です！

小野原

20

ニュージーランド柔道ナショナルチーム
との交流イベント
（令和元年10月５日）

スーパー
ガソリンスタンド

銀行
小野原西6
小野原豊中線

30

北

…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
要議決 市議会の議決が前提となります

24

健

保
険
医療年金

全

相

安

β乳幼児の保護者

新生児・産婦訪問

β生後３カ月頃までの赤ちゃん
まちづくり

環

乳幼児でんわ相談
みどり

傍

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

税

人権文化

国際交流

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

生涯学習

31

28

コミュニティ

市民活動・ 子 ど も

28

スポーツ

28

14

意見募集

13

人材募集

30

10

21

作品募集

25

中央生涯学習
センター３階
9日
（金）
10:30～12:00
受付10:15から

野菜となかよし教室

（母子健康手帳を持参してください）
地域創造

図 書 館

の受給により同手当を受給し
③８月から順次（①②③は個
るかたを除く 申請方法…申
ていないかた、または所得超
別に案内を送付）④申請受付
請書（市ホームページからダ
過により児童扶養手当を受給
後、順次 申請方法…①②③
ウンロード）に必要書類を添
していないが、新型コロナウ
申請不要（ただし、公務員の
付して提出（郵送可） 締切…
イルスの影響で所得が減少し、 令和４年２月 日ω（消印有
かたは要申請）④申請書（市
同手当の所得要件を満たすと
ホームページからダウンロー
効）
認められるかた（令和４年４
ド）に必要書類を添付して提
●その他世帯分
β次のいずれかに該当するか
月 日までにひとり親世帯に
出（郵送可） 締切…令和４年
た（ 既 に「 ひ と り 親 世 帯 分 」 ２月 日ω（消印有効）
なったかたを含む）
詳しくは子育て支援室へお
を受給しているかたは対象外）
※既に同給付金を受給してい
問い合わせください。
①令和３年１月１日時点で市
ρ同室σ７２４・６７３８φ
に住民登録があり、令和３年
７２１・９９０７
４月分の児童手当または特別
児童扶養手当を受給し、令和
ひとり親 家 庭のための弁
３年度分の市町村民税（均等
護士による無料法律相談
割）が非課税②令和３年１月
２日以降に転入し、令和３年
β離婚などで、ひとり親家庭
４月分の児童手当または特別
となったかた（離婚前や、
児童
児童扶養手当を受給し、令和
扶養手当を申請していないか
３年度分の市町村民税（均等
たを含む） γ７月 日α、８
割）が非課税③出生などで令
月３日α、８月 日α、８月
和３年５月分〜令和４年３月
日ν、８月 日ν、８月
分の児童手当または特別児
日ν午後１時〜３時 分の間
童扶養手当の受給対象とな
り、令和３年度分の市町村民 （１人 分） δ子ども総合窓
口 ε養育費、面会交流、慰
税（均等割）が非課税④その
謝料、財産分与、年金分割、未
他、３月 日時点で 歳未満
払いの養育費の回収ほか μ
の児童、または令和３年４月
無料 π希望月の前月１日か
〜令和４年２月 日に出生し
ら子育て支援室へ電話で
た子どもを養育し、令和３年
※同じ内容での再相談はでき
度分の市町村民税（均等割）が
ません
非課税、または新型コロナウ
イルスの影響で所得が減少し、 ρ同室σ７２４・６７３８φ
７２１・９９０７
同様の水準にあると認められ
る 振込日…①７月 日α②
境

☆印の事業は、
６月から船場生涯学習センターで実施しています（以前の実施会場〈総合保健福祉センター〉が
新型コロナワクチンの接種会場となっているため）。また、総合保健福祉センターで実施する乳幼児健診は、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

付金」（子ども１人につき５万
円）を支給します。
なお、この特別給付金には
「ひとり親世帯分」と「その他
世帯分」があります。
●ひとり親世帯分
次に該当するかたは、申請が
必要です。
β 児童扶養手当の所得要件
を満たしているが、公的年金

談

離乳食教室

18

20

所

場

日 時
30日
（金）
13:30～14:30
受付13:00から

対 象 など
β５～９カ月児の保護者
η20人
（予約制）
θ
乳児同伴の場合、
バスタオル1枚
β3歳児と保護者
ε
季節の野菜を見て、触れて、味わう体験
型の教室
η10組
（予約制。初めてのかた優先）

事 業 名

随時受付
（月〜金曜日8:45～17:15）
※祝日を除く
電話、出生連絡票（母子健
康手帳に添付）
で随時受付

こんにちは
赤ちゃん訪問

28

7月の乳幼児食育推進事業

25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

β初妊婦と夫
（1人での参加可）
δ船場生涯学習センター５階
η24組
（予約制）

19日
（月）10:00～11:30
受付9:30から

要議決

祉

☆ＢＣＧ予防接種

β平成29
（2017）
年12月生まれ
δ総合保健福祉センタ－２階

３歳６カ月児健康診査

β
生後２カ月の赤ちゃん
（第１子）
と母親
δ総合保健福祉センタ－２階
η10組
（予約制） θバスタオル１枚

わらびーパーク
（2カ月児育児相談会）

低所得の子育て世帯へ
の特別給付金について

福

１歳６カ月児健康診査

β
令和2（2020）年12月・令和3（2021）年1
14日
（水）
・29日
（木）
月生まれ
（予診票に記入し、
ご持参ください）
受付13:20～14:45
δ船場生涯学習センター５階

新型コロナウイルス感染症
の拡大を受け、子育て世帯の
生活を支援するため、「低所得
の子育て世帯生活支援特別給

康

28

そ の 他

毎月５日は少年を守る日 ７月は、社会を明るくする運動強調月間です。地域のかたとのあいさつから、ふれあい
の輪を広げていきましょう。
市青少年指導員連絡協議会

25

事業名

β令和元
（2019）年12月生まれ
δ総合保健福祉センタ－２階

日時など
15日
（木）
・28日
（水）
受付13:00～14:15
6日
（火）
・16日
（金）
受付13:00～14:30
13日・27日
（火）
受付13:00～14:30
対象など
β令和３
（2021）年3月生まれ
δ船場生涯学習センター５階
☆４カ月児健康診査

（母子健康手帳を持参してください）

7月の母子保健事業

令和３（2021）年７月号

７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多胎児
（双子、三つ子など）
と保護者
β初妊婦、
７カ月児までの親子
双子ちゃん
プレママ＆赤ちゃんひろば γ
γ９日
（金）10:00〜12:00 δおひさまルームかやの
７日
（水）
・20日
（火）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
ε親子でおもちゃで遊ぶ η10組
（１日
（木）
から申込順）
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）
β０歳児と父親 γ10日
（土）10:00〜12:00
パパと一緒！
δおひさまルームかやの ε父親とのふれあい遊びの紹介ほか
β８カ月〜11カ月児
０歳児オープンスペース η
赤ちゃんひろば
５組（１日
（木）
から申込順）
γ14日
（水）
・27日
（火）10:00～12:00の間で1時間
８カ月〜11カ月児
β１歳児と父親 γ17日
（土）10:00〜12:00
δおひさまルーム①かやの②みのお
パパと一緒！
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歳児オープンスペース δおひさまルームかやの ε父親とのふれあい遊びの紹介ほか
η５組
（１日
（木）
から申込順）
β１歳〜１歳６カ月児
β平成29年４月２日〜平成30年４月１日生まれの子どもと保護者
１歳〜１歳６カ月児限定 γ21日
（水）10:00～12:00の間で1時間
在宅３歳児集まれ！
γ８日
（木）10:00〜11:45 δおひさまルームかやの
δおひさまルーム①かやの②みのお
オープンスペース
（親子で空手たいそう） ε
親子で身体を動かして楽しむ η10組（１日
（木）から申込順）
ε親子でおもちゃで遊ぶ η①12人②24人
（当日先着順）
β35歳以上で初産した母親と子ども γ16日（金）10:00～11:45
β１歳７カ月〜１歳11カ月児
35歳以上で
δおひさまルームかやの ε参加者同士の情報・意見交換ほか
１歳７カ月〜
γ28日
初産ママ集まれ！
（水）10:00〜12:00の間で１時間
η５組
（申込多数の場合抽選。
９日
（金）締切）
１歳11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
β1年以内に箕面市に引っ越してきた親子
ε親子でおもちゃで遊ぶ η①12人②24人
（当日先着順）
γ30日
（金）10:00～11:45 δおひさまルームかやの
ようこそ箕面へ！
β2歳児 γ２日
（金）10:00～12:00の間で１時間
ε子育てについてのおしゃべりや情報交換ほか
2歳児限定
δおひさまルーム①かやの②みのお
η10組
（申込多数の場合抽選。20日
（火）締切）
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）
β１歳程度～未就園児と保護者
β０歳〜未就学児 γ９日
（金）10:00〜12:00の間で１時間
γ①１日
（木）②16日
（金）10:15～11:45
お外で遊ぼう
臨時オープンスペース δおひさまルームみのお
δ①箕面北公園②皿池公園 ε友達同士や親子で一緒に遊ぶ
ε親子でおもちゃで遊ぶ η24人
（当日先着順）
※前日までに要申込

●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
β０歳児 γ１日
（木）13:00～16:00、
２7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）
β１歳児 γ８日
（木）13:00～16:00の間で１時間
１歳児限定
δおひさまルームひじり ε親子でおもちゃで遊ぶ
オープンスペース
η14人
（当日先着順）
β０歳～未就園児 γ６日
（火）
・８日
（木）10:00～12:00、15日
臨時オープンスペース （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）

０歳児限定
オープンスペース

ベビーマッサージ

β３カ月～６カ月児 γ20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）
η６組
（12日
（月）
から申込順）

栄養士のお話

β０歳～２歳児の保護者 γ29日
（木）13:15～14:15
δおひさまルームひじり
ε
離乳食の進め方、
メニューほか
η６組
（19日
（月）
から申込順）

定員
（申込順）

2日
（金）

東生涯学習センター

5日
（月）

新稲会館

各10人

7日
（水）

西南図書館

各16人

内容など

各16人

12日
（月）

コミュニティセンター彩都の丘会館 各12人

各16人 ε親 子でおもちゃで
遊ぶ。子育てに関
①20人
するサービスの案
②10人
内や育児相談ほか
西南図書館
各24人
π開 催日の３日前〜
コミュニティセンター彩都の丘会館 各12人
前日に電話で
箕面森町自治会館（②は0歳児限定） 各24人

13日
（火）

小野原多世代地域交流センター
①10:00～12:00
14日
（水） ②13:00～15:00 ヒューマンズプラザ
15日
（木）
20日
（火）
21日
（水）
26日
（月）

四中開放教室

28日
（水）

コミュニティセンター彩都の丘会館 各12人

29日
（木）

多文化交流センター（①のみ） 10人

おひさまDay

①10:00～11:30
とどろみの森学園
６日
（火）
②12:00～13:30
2日
（金）
19日
（月）

10:30～11:30

小野原多世代地域交流センター
豊川支所

豊能広域
こども急病センター
市立病院

北

医療保健センター
総合保健福祉センター
（みのおライフプラザ内）

なし

ε
子育てに関するサ
ービスの案内や育
児相談ほか

26

23

14

30

18 28

27

15

７月・８月の子どもの歯
の検診

国道171号

31

各16人

●歯の検診・フッ素塗布
β市内在住の１歳〜 歳のか
た γ７月２日λ・５日ω・
日・ 日ι、８月２日ω・
４日・ 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
７月 日、８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

萱野３丁目

各10人

齢の女性のかたに、お知らせ
を送付しています。
接種期限…３月 日κ
接種を受ける場合は、予防
接種の有効性及び副反応など
について、保護者及び本人が
十分理解した上で受けてくだ
さい。接種方法や予診票など
について、詳しくは子どもす
こやか室へお問い合わせくだ
さい。
ρ同室σ７２４・６７６８φ
７２１・９９０７

おひさまひろば

8日
（木）

Cube3110彩都インフォ＊ミュージアム
各16人
（茨木市彩都あさぎ７-１）

25

けい

場所

けい

日時

子宮頸がん予防ワクチン
について

７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

子宮頸がん予防ワクチンは、
平成 年から定期予防接種と
して実施していますが、接種
後に体の痛みを訴える副反応
（因果関係は不明）が報告され
たことを受け、国は各市町村
に積極的な接種勧奨を差し控
えるよう通知を出しています。
市でも、積極的な接種勧奨
は行っていませんが、中学１
年生から高校１年生相当の年

いずれもμ無料 ※申込受付は午前９時から

26

健
康
福
祉
保
険
医療年金
安
全
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聴
みどり

まちづくり

環

…対象
…費用

…日時・日程
…一時保育

７月の保育園
ミニイベント・園庭開放

…場所
…内容
…申込先・申込方法

…講師
…定員
…問い合わせ先

※大阪モデル「レッドステージ」の期間は行いません
※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
※水遊び・プール・どろんこ遊びは、濡れてもよい服装で、着替え・タオルもご持参ください。暑さ指数が31℃を超えた場合は中止

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

ミニイベント
園庭開放
γ６日
（火）
10:30～11:00
ε金魚すくいごっこをしよう
（要予約）
γ7日
（水）
10:00～10:30
毎週月～土曜日
ε紙皿でスイカを作ろう
（要予約）
9:30～12:00、
γ６日
（火）
10:15～11:00 ε親子で作 15:00～17:00
って遊ぼう｢七夕飾り｣
（要予約） η３組
γ７日
（水）
10:15～10:45
ε七夕飾りを作ろう
（要予約）
毎週月・水曜日
10:00～12:00
８日
（木）
・19日
（月）
小野原学園
11:00～12:30
σ729・2668
（雨天中止）
（要予約）
もみじ保育園
毎週木曜日
σ729・7371
9:30～11:30
みすず学園桜ヶ丘保育園 γ８日
（木）
10:00～10:30
15日
（木）
ε誕生会
σ720・7575
10:00～11:00
毎週火・金曜日
γε２日
（金）
10:00～11:00・リズムふ
瀬川保育園
10:00～12:00
れあい遊び・身体測定、
６日
（火）
10:00
σ723・2302
プール開放…16日・30日（金）
～10:30・園庭開放登録日
11:00～11:30
γε７日
（水）10:00〜10:30・誕生会・七夕
桜保育園
毎週月・水・金曜日
会、
29日
（木）
10:00〜11:00・さくらっこひろば
σ724・9614
10:00～12:00
「おまつりわっしょい」
（要予約。
定員５組）
みすず学園森町こども園 γ７日
（水）
10:00～11:00
毎週水曜日
ε誕生会・七夕の集い
σ743・9001
10:00～11:00（雨天中止）
つばさ学園
20日・27日
（火）
、
16日
（金）
σ729・0283
10:15～11:45
（要予約）

国際交流
生涯学習

30

かやの
せいなん

園庭開放
毎週火・木曜日
9:30～12:00
毎週月～金曜日
箕面保育園
γ５日
（月）
10:30～11:00 ε七夕制作 10:00～11:30、
σ723・5252
15:00～17:00
β０〜２歳児 γ６日
（火）
10:45～11:30
毎週火・金曜日
ε七
 夕制作・絵本読み聞かせ
紅葉夢保育園
（好きな本
（９日を除く）
σ72６・9614
１冊持参）
10:00～11:30
η５人 π13:00から電話で
アートチャイルドケア箕面
２日
（金）
σ720・0234
10:15～10:45
βγ2歳児・２日
認定こども園
（金）
、
1歳児・16日
（金）
毎週水曜日
ひじりひがし幼稚園 いずれも10:00～11:00
13:00～14:30（雨天中止）
ε幼稚園で遊ぼう π10:00〜14:00に電話で
σ729・1566
アスク彩都西保育園
15日
（木）
σ749・0850
10:00～11:00
（雨天中止）
彩都みのり保育園
σ749・1500
法泉寺保育園
σ729・3319
あい保育園 牧落
毎週金曜日
σ736・9650
10:00〜11:30（雨天中止）
こども園アサンプション
９日・16日
（金）
10:00～11:00
国際幼稚園
σ722・3933
（雨天中止）
β０～２歳児 γ 毎週火・木曜日9:30 毎週火・木曜日
れもんのこ彩都保育園
10:00～10:30
～10:00 ε英語で遊ぼう、
育児相談
σ786・9044
η各３組
（雨天中止）
（申込順）

ミニイベント

７月・日時
イベント内容 …未就園児、③…３歳児対象
１日
（木） 9:10 七夕飾りを作ろう ③ 誕生会③
９日
（金） 9:10 水遊びグッズを作ろう ③

２日
（金） 9:10 はじまりの会 ③ 誕生会（４〜７月）③
６日
（火） 9:10 幼稚園で遊ぼう

なか

七夕飾りを作ろう③

14日
（水）13:30 なかよしハッピーデー ③

とよかわ
みなみ

２日
（金） 9:10

七夕飾りを作ろう・幼稚園で遊ぼう
誕生会（４〜７月）③

問い合わせ

σ722・7790
φ724・4034
σ723・8101
φ724・9692
σ722・8503
φ724・9691
σ727・2577
φ727・2363

※各幼稚園の園庭開放は毎週水・金曜日
（祝日を除く）午前９時～正午です。午後にも園庭開

放している園がありますので、詳しくは各園へお問い合わせください

市道中央線

府道箕面池田線

図 書 館

一中

箕面第１
中学校前

丘の家

桜ヶ丘児童水遊場
（新桜ヶ丘児童遊園内）

30

線
中央
市道
桜４丁目

牧落駅

スーパー

さくらぴよぱーく
（桜北公園内）
箕面
川

至箕面駅

コンビニ

北

α～８月 日α午前 時 分
～午後３時 分（雨天を除く。
正午～午後１時は休み） μ
無料

北

桜ヶ丘３丁目

紅葉ヶ丘児童水遊場
（紅葉ヶ丘第一児童遊園内）
紅葉ヶ丘住宅

スポーツ

ρ子育て支援室σ７２４・６
７３８φ７２１・９９０７

コミュニティ

市民活動・ 子 ど も

北

幼稚園名

園名
森町友星保育園
σ738・0303

遊びにおいでよ！
幼稚園へ

人権文化

20

児童水遊場オープン

地域創造

児童水遊場は、水深約 ㎝
なので、小さな子どもが安心
して遊べます。
β小学３年生以下の児童。さ
くらぴよぱーくは乳幼児（０
歳～３歳）のみ（いずれも必
ず保護者同伴） γ ７月 日

境
意見募集
作品募集
人材募集

そ の 他

27

記号の説明
…持ち物

31

10
30

令和３（2021）年７月号

…日時・日程
…一時保育

30

ヤマボウシ通り

みのお
市民活動
センター

…講師
…定員
…問い合わせ先

かやのさんぺい橋

18

10
30

萱野

国道171号

ぽんぽんファミリーひ
ろば

北

…場所
…内容
…申込先・申込方法

β０歳〜未就学児の親子 γ
７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、紙芝居）
、つくってあ
そぼう（でんでん太鼓） μ１
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

30

坊島四丁目

…対象
…費用
新御堂筋

20

大学連携

13

大阪青山大学「中高生サ
マーセミナー」

●授業
 体験講座「看護学科の
授業を体験してみよう」
γ７月 日ι午後１時 分〜
３ 時 ζ 相 澤 里 香 さ ん（ 同
大学教授） η 人 μ 無料
締切…７月 日α
21

記号の説明
…持ち物

●調理
 実習「卵、牛乳、小麦 の大人に相談する」といった
などを使わない給食メニュ
ルールを、家族みんなで話し
ーを作ろう」
合いましょう。
γ８月６日λ午前 時〜午後 ρ青少年指導センターσ７２
１時 ζ 蜂須賀のぞみさん
１・１９００φ７２４・４０
（同大学講師） η 人 μ５
３６
００円 締切…７月 日ι
いずれもβ中・高校生 δ同
大学 η申込多数の場合抽選
π同大学へ電話またはファク
スで
なお、新型コロナウイルス
感染症の拡大状況によっては、
第一・第二市民プールの
中止となる可能性があります。
ρ同大学広報・地域連携課σ
開催について
７２２・４１６５φ７２２・
今年度の市民プールは、新
５１９０、文化国際室σ７２
型コロナウイルスの感染拡大
４・６７６９φ７２４・６０
を防止するため、現在、中止
１０
を含めて開催時期などを検討
７月は「少年非行・被害防止、 しています。詳細は決まり次
暴走族追放強調月間」
第、市ホームページでお知ら
せします。
ご迷惑をおかけしますが、
ご理解とご協力をお願いしま
す。
ρ第一市民プール（武道館）σ
７２１・７９７９φ７２４・４
０３０、第二市民プール（第
二総合運動場）σ７２９・４
５５８φ７２８・３７７２

〜無視するな こころのなか
の 正義感〜
近年、ＳＮＳやコミュニケ
ーションアプリなどを利用し
た犯罪が増加し、被害に遭う
子どもたちが増えています。
この機会に、例えば「イン
ターネット上で個人情報を公
開したり送ったりしない」「Ｓ
ＮＳなどで知り合った人と直
接会わない」「悩みや心配ごと
があれば家族や教員など周り
対象

年長〜
小学6年生

陸上

ドッヂビー
年長〜大人
ボッチャ
スポーツチャンバラ
スナッグゴルフ

小学生以上

７月・日時
17日
（土）10:00～10:50
17日
（土）11:00～11:50
9日
（金）19:00～19:50
11日
（日）11:00～11:50
25日
（日）11:00～11:50
27日
（火）19:00～19:50
29日
（木）19:00～19:50
10日
（土）11:00～11:50
14日
（水）18:30～19:20
30日
（金）19:00～19:50
11日
（日）10:00～10:50
25日
（日）10:00～10:50
3日
（土）10:00～11:00
11日
（日）13:30～14:30

場所
豊川南小学校
豊川北小学校
東小学校
豊川南小学校
萱野東小学校
東小学校
萱野東小学校
彩都の丘学園
豊川北小学校
東小学校
豊川南小学校
東小学校

内容
スポンジテニス

対象
小学生以上

ノルディックウォーク
カントリーラインダンス
大人
カントリーラインダンス（初心者）
アイソメトリックトレーニング
整体操

７月・日時
8日
（木）
19:00～19:50
10日
（土）
10:00～10:50
16日
（金）
19:00～19:50
21日
（水）
18:30～19:20
13日
（火）
10:00～11:30
18日
（日）
15:00～16:30
8日
（木）
15:30～16:30
22日
（祝）
15:30～16:30
17日
（土）
15:45～16:45
25日
（日）
15:30～16:30

20

10

場所
東小学校
萱野東小学校
豊川北小学校
彩都の丘学園
粟生南公園西側集合
東小学校北門集合
東小コミセン
小野原自治会館
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、バドミントン、卓球、ヨーガなど。詳し
くはお問い合せください

７月・日時など

β小学4年生以上 γ毎週火・土曜日
19:00～20:50 δ第五中学校

総合型地域スポーツク
ラブ 箕面ＳＣ

ρ保健スポーツ室σ７２４・
６９９８φ７２４・６０１０

内容
７月・日時など
費用
（１回）
費用
（１回）
大人400円、中学生以下
β大人 γ①３日
（土）10:45～11:45
初心者向け
300円（初回体験無料）
・30日
（金）
・13日
（火）13:30～14:30
ピラティス ②９日
バドミントン
δ①萱野東小学校②みのお市民活動センター 1,000円
β中学生以上 γ１日・８日・15日
（木）
大人500円、中学生以下
（初回体験600円）
18:30～20:50 δスカイアリーナ
400円（初回体験無料）
β
γ25日
（日）11:00～12:00
コンディショニング δ大人
彩都の丘コミセン
β
γ毎週月曜日19:00～20:50 大人300円、中学生200円
フットサル δ中学生以上
第五中学校
（初回体験無料）
β大人 γ８日
（木）10:15～12:00
300円
ゴスペル
δ彩都の丘コミセン
（初回体験100円）
β小学生以上 γ①３日（土）
・17日（土）9:15～ 大人500円
・30日（金）
・13日（火）15:35～16:05 （初回体験200円）、
β 大人 γ ①４日（日）
・17日（土） 9:50
体幹ストレッチ 9:45②９日
③27日（火）14:15～14:45 δ①萱野東小学校 中学生以下300円
～10:35②８日（木）
９:15～10:00、25日
②みのお市民活動センター③グリーンホール
（初回体験100円） ひめトレ （日）
９:00～9:45③９日・30日（金）
・13日 700円
（骨盤底筋 （火）14:40～15:25④27日
（火）13:15～ （初回体験300円）
β大人 γ①17日
（土）10:40～11:40
トレーニング） 14:00 δ①萱野東小学校②彩都の丘コミ
②25日
（日）9:50～10:50③27日
（火） 1,000円
ズンバ
セン③みのお市民活動センター④グリーン
15:00～16:00 δ①萱野東小学校②彩 （初回体験600円）
ホール
都の丘コミセン③グリーンホール
内容

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

28

年会費…大人4,000円、
中学生以下3,000円（保険料込） ※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

28

健
康
福

スポーツ教室

祉
保
険
医療年金

β市内在住、
在職、
在学のかた π７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）
（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）

安

β18歳以上
頑張らないで整える
γ８月２日～30日の月曜日9:30～10:30
からだスッキリ教室
δ武道館 μ4,250円

全
相
談

β中学生以上の女性
γ８月７日～28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
γ８月５日・12日・19日
（木）
19:15～20:15
δ武道館 μ1,740円

税

ZUMBA

傍
聴
みどり

まちづくり

環
境
地域創造
人権文化
国際交流
生涯学習
コミュニティ

市民活動・ 子 ど も

スポーツ

図 書 館
意見募集
作品募集
人材募集

そ の 他
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β16歳以上
ストレス解消ダイエット
γ８月４日～25日の水曜日12:45～13:30
ボクシングエアロ
δ武道館 μ2,550円

βⒶⒹ小学１年～３年生ⒷⒺ小学４年～６年生
ⒸⒻ中学生以上
γⒶⒷⒸ８月６日～27日の金曜日
Ⓐ16:30～17:50Ⓑ18:00～19:20Ⓒ19:30～20:50
エヴェッサ
ⒹⒺⒻ８月４日～25日の水曜日
バスケットボール
Ⓓ16:30～17:50Ⓔ18:00～19:20Ⓕ19:30～20:50
δⒶⒷⒸスカイアリーナⒹⒺⒻ第二総合運動場
μ各7,280円

卓球スクール

βⒶⒷⒸⒺⒻⒼⒾ一般ⒹⒽ小学生
γⒶ〜Ⓔ８月３日～31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
Ⓕ〜Ⓘ８月５日・12日・19日
（木）
Ⓕ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Ⓐ〜Ⓓ８月２日～30日の月曜日
Ⓐ13:00～14:45Ⓑ15:00～16:45Ⓒ17:00～18:45
Ⓓ19:00～20:45
ⒺⒻ８月５日～19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5,240円Ⓔ3,260円Ⓕ4,280円

β30歳以上
〜ロコモ予防〜
γ８月５日・12日・19日
（木）
13:30～14:30
体バランス改善教室
δ武道館 μ2,610円
β16歳以上
～音楽を身体で感じよう～
γ８月２日～30日の月曜日12:45～13:45
サルセーション
δスカイアリーナ μ2,730円
β16歳以上
γ８月6日～27日の金曜日
～1週間の疲れを流す～
Ⓐ18:30～19:30Ⓑ19:45～20:45
寝ころびヨガ
δスカイアリーナ
μ2,490円
（別途レンタルポール100円）

陰ヨガ

β16歳以上の女性
γ８月３日～31日の火曜日12:15～13:15
δスカイアリーナ μ3,840円

β16歳以上の女性
デトックスヨガ γ８月３日～24日の火曜日18:30～19:30
δ武道館 μ3,480円
β60歳以上の女性
健康エアロ＆ γ８月２日～30日の月曜日
リラックスヨガ
Ⓐ14:00～15:00Ⓑ15:15～16:15
δスカイアリーナ μ各2,200円

はじめての
バレエ

βⒶ年中～小学1年生Ⓑ小学２年～６年生
γ８月２日～30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
γ８月6日～27日の金曜日
キラキラ
ダンススクール
Ⓐ16:45～17:30Ⓑ17:30～18:30
δ第二総合運動場 μⒶ3,660円Ⓑ4,530円

ベリーダンス

β16歳以上の女性
γ８月２日～30日の月曜日19:00～20:00
δスカイアリーナ μ5,010円

βⒶ年中～小学１年生Ⓑ小学２年～６年生
γ８月２日～30日の月曜日
チアリーディング
Ⓐ15:45～16:45Ⓑ16:45～17:45
δ第二総合運動場 μ各4,480円

トランポリン

β年長～小学生
（初心者）
γ８月７日～21日の土曜日9:00～10:00
δスカイアリーナ μ3,440円

フットサル

βⒶ年長～小学２年生Ⓑ小学３年～６年生
γ８月6日～27日の金曜日
Ⓐ16:45～18:00Ⓑ18:15～19:30
δ第二総合運動場 μ各3,570円

βⒶ年中・年長Ⓑ小学生
γ８月６日～27日の金曜日
Ⓐ15:30～16:30Ⓑ16:45～17:45
スポンジテニス
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Ⓐ〜Ⓔ８月２日～30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
ⒻⒼ８月４日～25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Ⓕ3,660円Ⓖ4,350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
γ８月２日～９月27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
γ８月４日～９月29日の水曜日
Ⓐ９:30～11:00Ⓑ11:00～12:00Ⓒ16:30～17:30
テニススクール
Ⓓ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
γ８月６日～９月24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9,660円ⒷⒻ各12,950円

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
市民安全政策室σ７２４・６７５０φ７２４・６３７６

令和３（2021）年７月号

25

勝尾寺口西
墓地公園

31

箕面墓地
公園前
国道171号

ρ同アリーナσ７２４・３４
４０φ７２４・３３６０、第
二市民プール・第二総合運動
場σ７２９・４５５８φ７２
８・３７７２
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前 時 最終審査…７月 日
ν午前９時 分 δメイプル
ホール
●紙芝居の展示
γ７月３日ν〜 日τ午前
時〜午後５時（ 日は午後３
時まで） δ中央図書館、中央
生涯学習センター（６日〜８
日は同センターロビーのみ）
εコンクール応募作品ほか
●紙芝居がいっぱい
γ７月 日τ午前 時 分〜
午後３時 δメイプルホール
ほか ε紙芝居作家、コンク
ール受賞者、全国各地の紙芝
居グループによる実演
※新型コロナウイルス感染症
の拡大状況によっては、無観
客開催などに変更する場合が
あります
ρ西南図書館σ７２５・１０
２２φ７２５・６７２２
11 11

10

スポーツのつどい中止
のお知らせ
次のつどいは、各種大会開
催などのため中止します。
●第二総合運動場▽バドミン
トン・７月３日ν▽ソフトエ
アロビクス・７月 日χ▽卓
球・７月 日χ
ρ同運動場σ７２９・４５５
８φ７２８・３７７２
23

10

10

15

各種スポーツ体験会

●プー
 ルサイドでナイトヨガ
教室体験会
β小学生以上（小学生は保護
者同伴） γ ７月 日ν午後
７時〜８時（雨天中止） δ第
二市民プール ε風や水の音
を聞きながらヨガを行い、心
身をリフレッシュ η 人
θレジャーシートまたはヨガ
マット（あれば） μ１２２０
円（小学生８１０円）

第二総合運動場
第二市民プール
四中

●ムーンヨガ体験会
β小学４年生以上（小学生は
保護者同伴） γ ７月 日ν
午後７時〜８時（雨天中止）
δスカイアリーナ ε屋外で
ヨガを行い、心身をリフレッ
シュ η 人 θレジャーシ
ートまたはヨガマット（あれ
ば） μ１２２０円（小学生８
１０円）
45

●大阪エヴェッサ バス ケット
ボールスクール無 料 体 験 会
β小学生〜高校生 γ７月
日ι①午後４時 分〜５時
分（小学１年〜３年生）②午
後６時〜７時 分（小学４年
〜６年生）③午後７時 分〜
８時 分（中・高校生） δ第
二総合運動場 ε同スクール
のコーチによる指導 η各
人 θ体育館シューズ

北

●夜景を楽しむヨガ体験会
β小学４年生以上（小学生は
保護者同伴） γ ８月８日τ
午後７時〜８時（雨天中止）
δ スカイアリーナ ε 屋外
のヨガで夜空を楽しみながら
心身をリフレッシュ η 人
θレジャーシートまたはヨガ
マット（あれば） μ１２２０
第 回箕面紙芝居まつり
円（小学生８１０円）
いずれもη申込順 θ動きや
●第 回箕面手づくり紙芝居
すい服装、
タオル、
飲み物 π
７月１日κから各開催場所の
コンクール
γ第二次審査…７月３日ν午
窓口または電話で

32

30

50 28
25

今宮

45

30

20

萱野東小

24

府道箕面池田線
一中

30

北
スカイアリーナ
大阪青山大学

50

…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

11

11

45

30

健

康

祉

2日・16日
（金）

8日・29日
（木）

安

9日・30日
（金）
全

談

「 市地域公共交通計画 」
（素案）の方向性に対する
パブリックコメントの
日程を変更

税

傍

聴

まちづくり

みどり

環

とどろみの森学園②７月６日
α 午 後 ７ 時・ 船 場 生 涯 学 習
センター③７月７日ι午後７
時・中央生涯学習センター④
７月８日κ午後７時・東生涯
学習センター⑤７月９日λ午
後７時・多文化交流センター
⑥７月 日τ午後２時・みの
お市民活動センター η①
人② 人③ 人④⑤各 人⑥
人（いずれも当日先着順）
ρ同室σ７２４・６７４６ φ
７２２・７６５５
35

55

箕面産の野菜を使った
おにぎりランチの写真

45

15

地域創造

人権文化

国際交流

生涯学習

β市内在住、在職、在学のか
た εおにぎりを主食とする、
箕面産の野菜を使ったランチ
の写真 ※応募いただいた写
真は、全て「おにぎりランチ
境

緊急事態宣言の延長に伴い、
もみじだより６月号でお知ら
せした同パブリックコメント
の意見募集及び説明会の日程
を、次のとおり変更します。
【意見募集】
素案の閲覧…７月 日ιまで
に、交通政策室、市役所行政
資料コーナー、豊川・止々呂
美支所、総合保健福祉センタ
ー、中央・東・船場生涯学習
センター、中央・桜ヶ丘・西
南・小野原・船場図書館、み
のお市民活動センター、らい
とぴあ 、ヒューマンズプラ
ザ、多文化交流センター、市
立 病 院、 交 通・ 観 光 案 内 所、
市ホームページ 意見の提出
…７月 日ι（必着）までに、
交通政策室（〒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 結果の公表…素案と同
じ方法で閲覧（８月を予定）
【説明会】
γδ①７月５日ω午後７時・
問い合わせ、本の予約は中央図書館（σ７２２・４５８０φ７２４・９６９７）へ

相

11

40

7日・28日
（水）
保
険
医療年金

21

1日・15日
（木）

移動図書館みどり号
７月巡回日程

福

ブログ」で紹介します 応募
方法…７月 日α〜１月 日
ωに箕面産と食の推進室へ電
子メールで ※詳しくは市ホ
ームページをご覧ください
ρ同室σ７２４・６１５９φ
７２２・２４６６

31

コミュニティ

スポーツ

図 書 館

７月は「社会を明るくする
運動」の強化月間です。これ
は、全ての国民が、犯罪や非
行の防止と罪を犯した人の更
生について理解を深め、それ
ぞれの立場で力を合わせ、犯
罪や非行のない明るい社会を
築こうとする全国的な運動で
す。
●作文コンテスト
β市内在学の小学４年生〜中
学生 ε同運動の趣旨を理解
し、家庭・学校生活での体験
をもとに、犯罪・非行のない
地域社会づくりや、犯罪・非

「社会を明るくする運動」
作文コンテスト

20

市民活動・ 子 ど も

作品募集

人材募集

そ の 他

行をした人の立ち直りについ
て考えたことなど 用紙…４
００字詰め原稿３〜５枚程
度 π通学している学校へ提
出（締切は各学校へお問い合
わせください） ※市及び府
の選考後、全国審査へ進みま
す
ρ同運動推進委員会（健康福
祉政策室内）σ７２７・９５
１２φ７２７・３５３９

意見募集

31

21

21

日程
駐車時間
13:30～14:30
15:00～16:00
13:30～14:30
15:00～16:00
13:30～14:30
15:00～16:00
15:00～16:00
13:30～14:30
15:00～16:00
地域
駐車場所
新
稲 紅葉丘住宅1棟横
牧
落 サンロイヤル箕面コスモ前山ノ原公園
止々呂美支所
森町南２丁目ゆりのき公園
止 々呂 美
照葉の里玄関前
森町中3丁目森の丘公園
粟 生 外 院 東分署（消防署）
如 意 谷 如意谷住宅16棟西側チューリップ公園
外
院 青松園2号公園

令和３（2021）年７月号

１φ７２７・９５７９

防火図画と習字

第 回箕面市民展

29

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） 部門…絵画・彫
塑、写真、工芸、書 作品受
付… 月 日τ正午〜午後５
時 開催期間… 月 日λ〜
月７日τ δ箕面文化・交
流センター ※詳しくは７月
中旬以降に各公共施設に設置
の開催要項をご覧ください
ρグリーンホールσ７２３・
２５２５φ７２３・２５２６

市職員

府道豊中亀岡線

箕面駅

31

10

職種・人数…放課後児童支援
員・７人 受験資格…昭和
年４月２日以降生まれで、次
のいずれかの条件を満たすか

府道箕面池田線

24

銀行

明るい選挙啓発ポスタ
ーコンクール

β市内在学の小・中学生 ε
火災予防を呼びかけ、防火意
識を高める作品（未発表で応
募者本人作成のもの）
●図画…四つ切り画用紙（作
品には防火標語や氏名などの
文字を入れない）
。裏面に学校
名、学年、氏名を記入
●習字…用紙は半紙、半切４
分の１または半切。作品の左
に学校名、学年、氏名を記入
π 通学している学校へ提出
（締切は各学校へお問い合わ
せください）
ρ消防本部予防室σ７２４・
９９９５φ７２４・３９９９
10

β市内在住、在学の小・中学
生、高校生 ε明るい選挙の
呼びかけを自由に表現するポ
スター１人１作品 大きさ…
四つ切りか八つ切り、または
それに準じる大きさ。画材は
自由（紙や布など） π９月
日λ（必着）までに、裏面右
下に学校名、学年、氏名（ふ
りがな）を記入し、市選挙管
理委員会事務局または通学し
ている学校（締切は各学校に
お問い合わせください）へ提
出 ※入選者には賞状・副賞
あり。入選作品は府審査、全
国審査へ進みます
ρ同事務局σ７２７・９５６

64

10

箕面文化・交流センター

15

11

北

…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

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） 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 π７月７日
ι（必着）までに、エントリ
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 試験
日…別途お知らせします 合
格発表…７月中旬 採用予定
…８月１日τ 勤務開始日…
８月２日ω ※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

広告の申込は、箕面ＦＭまちそだて㈱（σ７２８・３２１０）へ

32

健

保
険
医療年金

安

全

相

自衛官

18

税

傍

聴

まちづくり

みどり

環

β 歳〜 歳の男女（航空学
生は 歳未満） ε ①航空学
生②一般曹候補生③自衛官候
補生 ※その他の募集項目に
ついては、お問い合わせくだ
さい 受付…①７月１日κ〜
９月９日κ②７月１日κ〜９
月６日ω③随時
談

地域創造

人権文化

国際交流

生涯学習

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、９月末までにチャ
ージまたはお買い物をすると、
１人当たり最大５０００円分
のポイントがもらえます。
なお、マイナポイントの対
象となるかたは、４月末まで
にマイナンバーカードを申請
したかたです。
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。
ρマイナンバー総合フリーダ
R０１２０・９５・０
イヤル＞
１７８、箕面営業室σ７２４・
６７２７φ７２２・７６５５
境

図 書 館

ゆずスカッシュフロート

意見募集

作品募集

人材募集

箕面FMまちそだて 検索

そ の 他

ρ箕面FMまちそだて株式会社 σ７２４・５１５１ φ７２１・１７８８

「ふるさとカレンダー」の
祝日書き換えのお願い

東京２０２０オリンピッ
ク・パラリンピック開催に伴
う特別措置法の一部改正によ
り、７月、８月、 月の祝日
が移動します。昨年 月末に
お配りした「ふるさとカレン
ダー２０２１」は、発行時期
の都合上、移動前の祝日が掲
載されていますので、次の表
のとおりカレンダーの書き換
えをお願いします。

スポーツ

ρ箕面広報室σ７２４・６７
１６φ７２４・６９７１

コミュニティ

市民活動・ 子 ど も

ゆずわらび餅

詳しくは上 記 Q R
コードまたは
「箕面
逸品」
で検索

モチモチの食感と、
箕面のゆず
の豊かな香りが楽しめる、
爽や
かな逸品。

その数なんと140種類以上！

以上あるかた ※国籍は問い
ρ自衛隊豊中募集案内所σ・
「 学 力 保 障・ 学 習 支 援 事
ません 申込方法…申込書を
φψ６８４３・８４００
業」学生等サポーター
同病院ホームページからダウ
不登校、病気による長期欠
ンロードし、病院人事室（〒
席や生活困窮などの理由で支
５ ６ ２ ―０ ０ １ ４ 萱 野 ５ ―
援が必要な児童・生徒に対し、 ７ ―１）へ簡易書留郵便 締
切…①７月 日ν（消印有効）
学習を中心とした支援を行う
②随時 試験日…①７月 日
学生などのサポーターを募集
τ②随時実施 採用予定…①
します。
お得なマイナポイントを
９月１日ι（可能なかたは予
お申し込みください！
定日前に採用）②応相談
ρ同室σ７２８・２０３４φ
７２８・８２３２

ρ放課後子ども支援室σ７２
４・６７３６φ７２４・６０
１０

祉

８月８日
（日）
オリンピック閉会式当日

自家製ゆずジャ
ムを炭酸で割り、
ゆずシャーベッ
トをトッピングし
たデザートドリ
ンク。

〜箕面逸品を日々の暮らしに〜

箕面逸品とは、
箕面ならではの商品のこと
特産品のゆずを使用したスイーツや、
名
です。
物のもみじをモチーフにした雑貨など、
箕面の
魅力が感じられるさまざまな逸品があります。

時間…週１回程度（１回90分） ※謝礼あり

市立病院職員（任期付フ
ルタイム）

福

山の日

取扱店舗は
このタペストリーや
のぼりが目印！

～ 夏にピッタリの逸品をご紹介 ～

箕面逸品

大学生、
第一・第三・第四・ （株）
トライグループ
大学院生、
彩都の丘中学校区 σψ6120・9188
社会人

職種・人数…①一般事務・１
人②看護補助職・１人 受験
資格…②のみ、病院または介
護施設で入浴・食事・排泄の
介助などの実務経験が３カ月
康

災害時の情報は、タッキー８１６（ＦＭ８１．６ＭＨｚ）で！
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10

32

10

７月23日
（金）
オリンピック開会式当日

11

スポーツの日 10月の第２月曜日

８月11日

７月22日
（木）
オリンピック開会式の前日
今年の特例措置

例年
祝日名

７月の第３月曜日
海の日

18

23

NPO法人
第二・第五・第六・
あっとすくーる
止々呂美中学校区
σ702・0020

大学生、
大学院生

申込

支援先
対象

令和３（2021）年７月号

今年１月の開催を延期して
いた令和２年度市成人祭を、
８月 日νに、文化芸能劇場
大ホールで開催します。
ε式典、イベント 出演…ミ
ルクボーイほか
新型コロナウイルスの感染
拡大を防止するため、２回に
分け、お住まいの中学校区ご
とに開催します。

令和２年度夏の成人祭
を開催します

サマージャンボ宝くじ
などを発売

午後の部

サマージャンボ宝くじの当
選金は、１等・前後賞合わせ
て７億円です。サマージャン
ボミニ５０００万円も同時発
売されます。
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。お求めは府内宝くじ売
場で。宝くじ公式サイトでも
購入できます。 発売期間…
７月 日α〜８月 日λ 抽
選日…８月 日ι
ρ財政経営室σ７２４・６７
０８φ７２３・２０９６、府市
町村振興協会σψ６９４１・
７４４１

午前の部

要議決

13

萱野・ 桜ケ丘老人いこい
の家の指定管理者を募集


…高齢者の社会活動の場の提
供、自主的活動の促進。高齢
者の健康増進、教養の向上に
関する事業。多世代の交流に
関する事業。施設利用及び維
持管理業務ほか 指定期間…
令和４年４月１日〜令和９年
３月 日 応募資格…法人そ
の他の団体、複数の法人など
により構成される団体（詳し
くは募集要項に記載） 選定
…第１次審査（書類選考）
、第
２次審査（プレゼンテーショ
ン、ヒアリング） 募集要項
の配布…７月９日λ〜 日ω
説明会…７月 日ω午後１時
に市役所第三別館（施設見学
会あり。７月 日ωまでに要
申込） 応募期間…８月 日
λ〜 日κ（郵送不可）
ρ人権施策室σ７２４・６７
２０φ７２５・８３６０

ヒューマンズプラザの
おもちゃ病院

7月19日
（月）
～24日
（土）

ρ競艇事業局企画室
σ７２４・６７２１
開催中…σ ６６８２・６２５０

PC

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

緊急地震速報

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

SMART
PHONE

検索

タッキー816

星を観る会〜夏の星空・
月・金星・火星を見よう〜

β第一中学校区の小・中学生
と保護者（小学生は保護者同
伴） γ ７月 日ι午後７時
（中止の場合は午後４時に市
ホームページに掲載） δ 箕
面小学校運動場 μ無料（当
日直接会場へ）
ρ教育センターσ７２４・６
７９６φ７２４・６０１０
14

２０２１モーターボート
レディスカップ

スマホは
QRコード
から

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

31

26

γ７月３日、８月７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

19

20

26

19

FM 81.6MHz

に合わせてください。

RADIO

メイプルホールロビーほかから生放送

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。

ゲスト・内容
外国人の英語指導助手 アレクサンドラ・ジャングチンさん
西小校区 徳尾こども会
箕面まつり事務局 藤原優さん
箕面市柔道協会 事務局長 樋口弘造さん
箕面観光ボランティアガイド 竹島憲一さん

放送日時
7月 3日㊏
7月10日㊏
7月17日㊏
7月24日㊏
7月31日㊏

対象（お住まいの中学校区）
…止々呂美、第二、第四、第五、彩都の丘
受付…13：00から
式典、
イベント…14:00～15:40

対象者には、入場案内を
月上旬に郵送します。
ρ生涯学習・市民活動室σ７
２４・６７２９φ７２４・６
０１０

14

ラジオの周波数を

｢いつ」
も
「いざ」
もタッキーを！

毎週土曜日午前11時から

13

市では、サービスの向上と
施設の効率的な管理・運営を
はかるため、萱野・桜ケ丘老
人いこいの家の指定管理者を
募集します。
施設概要・所在地…▽萱野老
人いこいの家（和室、
健康スペ
ース、ロビー、事務室など）
・
萱 野 ２ ―１ ― ▽ 桜 ケ 丘 老
人いこいの家（和室、休憩室、
健康ホール、事務室など）
・桜
ケ 丘 ４ ― ―２ 事 業 概 要

10

25

19

番組紹介 FM81.6MHz

みのたんらじお

※新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、
座席の数を減らし、間隔をあけて配席します。混
雑状況によっては、小ホール
（大ホールのようすを
ライブ配信）
での参加をお願いする場合がありま
すので、
あらかじめご了承ください

7

14

対象（お住まいの中学校区）
…第一、第三、第六
受付…9:00から
式典、
イベント…10:00～11:40

…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
要議決 市議会の議決が前提となります
…持ち物

の輪の切り株の上の物語〜」
出演者

34

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。

