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自分と家族を守る防犯知識
特殊詐欺とは、親族や公共機関の

着信前に「特殊詐欺被害防止の
ために録音します」というメッセ
ージを流し、詐欺を抑止します。
対象 市内在住の65歳以上のみ
の世帯、または日中に65歳以上
の人だけになる世帯
※申込方法など詳
細はお問い合わせく
ださい。
危機管理課

職員などを名乗って、電話やはがき、

自動通話録音装置を
無料貸し出し

メールなどで直接対面せずに被害者

特殊詐欺の被害を防止

を信じ込ませ、現金やキャッシュカ

警察官や銀行協会職員を名乗り、
「あなたの口座が犯罪に利用され
ているのでキャッシュカードの交
換が必要」または、市役所職員を
名乗り「医療費などの過払い金が
あるがキャッシュカードが古いの
で、引き取りたい」と言い、暗証
番号を聞き出したり、隙を見てカ
ードをすり替えて盗み取る手口
● 防 犯ポイント
▶警察官や銀 行協会などが 現 金
やキャッシュカードを預かること
はない▶どんな理由を言われても
他人にキャッシュカードを渡した
り暗証番号を教えない

ードをだまし取る犯罪です。巧妙な

預貯金詐欺・
キャッシュカード詐欺盗

手口は年々複雑化し、社会情勢に便

市役所などが通帳や
キャッシュカードを預か
ることはありません。

21

乗したケースも多くみられます。

水道管にコロナウイル 「至急お金が必要」
など
スが付着することはあ と言う場合は、詐欺
りません。
の可能性大です。

給付金支給のため、通
帳とキャッシュカード
を用意しておくように。

令和元年中には、府内で１８０

コロナにかかった。
今日中に治療費・入
院費が必要。

役所職員を名乗り

件の被害が確

コロナウイルスが水
道管に！除去するの
に20万円かかる。

家族を名乗り

７件、本市内でも

水道業者を名乗り

認されています。

新型コロナウイルスに便乗した詐欺が多発

架空料金請求詐欺

！
あっ！
これって
もしかして

手口を知っておくことで
気づけるかもしれません。
あれ？と思ったらすぐ家
族や警察へ相談しましょう。

還付金詐欺

医療費、税金、保険料などで
「還付金があるので手続きして
ください」などと言い、ATM
を操作させ送金させる手口
● 防 犯ポイント
▶市役所や社会保険事務所な
ど が ATM の 操 作 を 依 頼 す る
ことはない

アダルトサイトなどの有料サイ
ト の 会 社 を 名 乗 り、「 未 払 い 料
金を今日中に払わなければ裁判
になる」などとメールや電話で
知らせ、金銭をだまし取る手口
● 防 犯ポイント
▶サイトを閲覧しただけで料金を請
求されることはない▶電子マネー
（アマゾンギフト券などのプリペイ
ドカード）の番号を聞くのは詐欺

オレオレ詐欺

息子などを名乗り、
「会社の金を
使い込んでしまった」などと心
配させ、金銭をだまし取る手口
● 防 犯ポイント
▶事前に「電話番号が変わった」
と言うこともあるので、元々知っ
ている電話番号にかけ直して本人
か確認▶一人で判断せず誰かに
相談▶今日中にと急ぐのは怪しい

金融商品詐欺

October 2020
No.1164

価値がない未公開株や高価な物
品を購入すれば儲かると信じ込
ませ、その購入代金として金銭
をだまし取る手口
● 防 犯ポイント
▶
「必ず儲かる」
などのうまい話に
は注意が必要

防犯
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令和元年中の、市内での刑法犯数は407件で、
前年から113件減少しました。これにより同年
の市内での犯罪発生率
（※）
が、大阪府内で最も
低く、安全・安心なまちとなりました。
複雑化していく犯罪から家族や財産を守るため
には、一人ひとりが正しい防犯知識を持ち、犯
罪に巻き込まれないための自己防衛を徹底する
ことが大切です。

10

問い合わせ

20

市民の横顔 FACE

32

かわちながの 働ライフ

※犯罪発生率（人口10万人あたりの刑法犯認知件数）

危機管理課

開催のお知らせ・成人のつどい、子育て世代
包括支援センター愛称決定☆ゆめっく☆、参
加者募集 Waku-Waku Village! 英語で Go!

情報ひろば
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16

高齢者 10、障がい者 11、税金 13、協働 13、
安全安心 13、教育 13、暮らし 14、保険・年
金 15、子育て 18、就労 21、事業所 21、健康
22、人権 23、催し・講座 23、スポーツ28、募集
29、その他お知らせ 30、相談31
介護予防コラム
いつまでも こころ豊かに このまちで❹

歴女がゆく 日本遺産認定記念編❻
市長コラム
Photo News まちの 話題をお届けします
次作の出版を目指して日々執筆

泉 志郎さん

掲載情報の見方
対象に明記のないものは市内在住・在学・在勤者が対象▶
催しなどで費用の記載のないものは無料▶申し込みが必要
な催しなどの持ち物は主催者からの連絡などで確認を▶先
着順の申し込みで時間の記載のないものは午前９時から受
付▶申し込み・問い合わせなどで住所・電話番号の記載がな
いものは市役所へ（業務日・時間は月～金曜日午前９時～午
後５時 30 分、祝休日・年末年始を除く）
◉環境への配慮から、催しなどへの来場はできるだけ公
共交通機関のご利用を。

くろまろ塾の認定講座や催しはこのマーク

今後の予定など詳しくは市ホームページをご覧ください。

市の人口・世帯数 ８月末日現 在（カッコ内は前月比）
人口

男

女

世帯数

103,640(-82)

48,844(-50)

54,796(-32)

47,542(-2)

市役所：河内長野市原町一丁目１番１号
※郵送の場合は〒586-8501
（住所不要）

☎ 0721-53 -1111（ 代 表 ）

広報かわちながの 2020 年
（令和２年）
10 月号

2

インタビュー

犯人からの 接 触 を
想定した心 構 え を 日 ご ろ か ら

罪の被害を未然に防ぐための

った各種犯罪や自動車関連犯

女性や子ども、高齢者を狙
在宅中であってもあえて留守

で接触がある詐欺に対しては、

レ詐欺や還付金詐欺など電話

をひいたりセンサーライトを

家の施錠を徹底し、庭に砂利

詐欺以外の防犯についても

河内長野警察 生活安全課 防犯係長片岡 さん

啓発活動が私の主な業務です。 番電話にしたり、自動通話録
身に覚えのない請求のメー
ねていくことが賢明です。

されにくい対策をいくつも重

音装置を活用すると有効です。 設置するなど、ターゲットに

は大丈夫」とは決して考えな
ルが届いた場合は、自分から

まずお伝えしたいのは、
「私
いでほしいということです。犯
決して電話をかけずに、信頼

くし呆然とされているケース

ツ貯めてきた金銭を一瞬で無

にあい、現役時代からコツコ

のは

代の女性が被害

受けています。なかでも多い

「まさか自分が」とショックを

応じない場合は、勇気

してください。それに

の途中でも終わらせて追い返

内に入れてしまった時は、話

に訪問してきます。誤って宅

シュカード詐欺盗などは自宅

また、預貯金詐欺やキャッ

できる人に相談しましょう。
も連携して犯罪被害を減らし

になるよう市民の方や行政と

これからも安全安心なまち

罪被害にあった方の大半は

です。大変気の毒な様子に、ま

の時どう対応するのか、誰に

から接触があるものと考え、そ

対策としては、誰もが犯人

具体的な心構えをし

けを求めてください。

けたり、近隣の方に助

や親族などに電話をか

％を

大阪で最も被害の多い犯罪は自転
車の盗難で、全刑法犯中の約
自転車盗難の約半数 約
( ％ は) 鍵
をかけずに被害にあっています。住

占めています（昨年２万４９０７件）
。

29

●防犯登録は義務
●短時間でも施錠
●ロックは２つ以上
●動かないものとつなぐ
●なるべく防犯カメラがあ
る駐輪場を選ぶ

自転車防犯対策

防犯対策を行いましょう。

うことも多いようです。次のような

宅の敷地内などで油断して被害にあ

53

盗難され乗り捨てられた場合などの早期発見・
返還に役立ちます。自転車店からの購入であ
れば同時に登録できますが、通販や
リサイクルショップでの購入の場合
は自分で登録する必要があります。
府自転車商防犯協力会（☎06-6629-0750）

わちながの」をつくっていきましょう。

みんなで「より安全・安心なまち か

ることが大切です。

とりが防犯に関心を持って、行動す

ようにするためには、私たち一人ひ

自分や大切な人が、犯罪にあわない

人がいることを忘れてはいけません。

罪は発生し、被害にあってしまった

うわけではなく、市内のどこかで犯

しかし、犯罪がゼロになったとい

は着実に減少してきています。

ており、その効果として、犯罪件数

行われ、地域活動の一環として定着し

事業者による自主防犯活動が活発に

会などをはじめ各種市民活動団体や

現在、市内では防犯協議会や自治

自転車防犯登録をしましょう

ていきたいですね。

だまだ啓発が行き届いていな
をもってその場で警察

相談するのか、すぐに電話で
ておくことで、被害を

と知らず登校しようとしている
児童に家に帰るよう促したこと
も。また、パトロール中には積
極的に声かけもするので、地域
に溶け込んだ存在になってきて
いることをうれしく思います。
現在の活動は週に３日です
が、それ以外の日に何かあって
は悔やみきれないので、実施日
を増やしたいと考えています。
青パト活動は、隊員はもちろ
ん、児童や地域の人も笑顔にな

含む）で見守りを行っています。 れるので、新規隊員の増員はも
ちろん、実施していない地域で
も活動の輪が広がってほしいと

主な活動内容は、週に３日
小中学校の登下校時刻に合わ

思っています。

犯罪の中で最も多い！

自転車盗難

犯罪が入り込む
隙のない環境づくりを

代～

いと思い知らされます。

きるか、など日ごろからしっ
未然に防いだり、最小
できる場合があります。

限に食い止めることが

かり考えておくことです。
近年、様々な手法で特殊詐
欺が発生しています。オレオ

つきまといや痴漢など子どもを狙う
犯罪者は人目を嫌います。青色回転
灯を装備した自動車による青色防犯
パトロール隊は、登下校中の子どもた
ちに声かけを行いながら校区をパトロ
ールしており、不審者に対しての犯罪
抑止効果が見込まれます。

インタビュー

地域に溶け込む
見守りの目
岸本さん

加賀田中学校区青色防犯パトロール隊

代表
加賀田中学校区青パトは、地
域で悲惨な事故の被害がない
年目

ようにという理念のもと平成
年に発足し、今年で

歳から

人、自動車６台

加賀田中学校区青色防犯パトロール隊のみなさん

80

身近な犯罪

府警察から、ひったくり、路上
強盗、子どもや女性への被害、特
殊詐欺などに関する情報をメー
ルで送信します。必要な情報や
地域などを設定し、地域の防犯
情報を収集しましょう。
河内長野警察署
（☎54-1234）

せた朝夕のパトロールのほか、
地域の行事や春秋の交通安全
運動にあわせた河内長野警察
との合同パトロールなどです。
近年では、警報発令時に休校

防犯協議会のみなさんによる市民まつりでの啓発活動

安まちメールに登録し
防犯意識を高めよう
82

人と協力隊員

46

体制（マイカー青パト５台を

35

歳までの隊員

を迎えます。現在

18

５人の総勢

30

14

70

子どもたちを守ろう
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市役所の住所・電話番号などは２ページをご覧ください▶
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5

自 分と家 族 を守 る 防 犯 知 識
特集

新型コロナウイルス関連情報

新型コロナウイルス関連情報

差別や偏見をなくし、
思いやりと配慮を
運営において充分な３密対策を適切に講じるこ
とが困難なことから、下記イベントを中止します。

とき 10 月 17 日㈯午前 10 時～午後６時
ところ コノミヤ南花台ショッピングセンター１階
※その他日程については、本紙９月号、または全
世帯に順次送付している購入引換券に同封の
ガイドブックをご確認ください。
プレミアムコールセンター（市役所内）

●河内長野市文化祭
（10 月 23 日～ 11月４日予定分）
市文化連盟事務局（☎ 56-6100）
●子ども服リユース事業ぐるぐるマルシェ（11
月７日予定分）
環境衛生課

記載誤りについて
プレミアム事業まるわかりガイドブック
に誤りがありました。
●３ページ目 あすかてくるで河内長野店
（誤）小型店
（正）中大型店
※あすかてくるで河内長野店は青色の「全店共
通券」のみ利用可能です。ご注意ください。
プレミアム付商品券事務局（☎ 50-0855）

●河内長野市商工祭 OneLoveFesta（11 月 15
日予定分）
市商工会（☎ 53-9900）
●南大阪駅伝競走大会
（令和 3 年 2 月 7 日予定分）
●河内長野シティマラソン大会（令和３年２月 28
日予定分）
文化・スポーツ振興課

れていますか？

―普段はどんなお仕事をさ

こで、自宅や職場では、よ

減らすことが大事です。そ

はできませんが、その量を

ウイルスや細菌はゼロに

要です。

拡げてしまうので注意が必

行き来して拭くとかえって

方向にゴシッと圧をかけて。

ましょう。１日１回以上、一

染を防ぎましょう。

の体温測定で感染兆候にい

当センター唯一の「感染

く触る場所のふき掃除が効

―水拭きでも大丈夫です

ち早く気づき、他者への感

管理認定看護師」として、院

果的です。

か？

大阪南医療センター
感染対策室
感染管理認定看護師

内の感染リスクを減らすた

―掃除にコツはありますか？

峰岸 さん

め、療養環境の整備、職員

ッチンペーパーでふき取り

自宅なら水拭きで十分で

す。職場など人の出入りが

ウイルスや細菌は目に見

相談などに対応しています。 えませんが、身近にある物

多い場所なら、厚生労働省

への研修、患者さんからの

の表面に付着し、人の手を

ホームページに掲載されて

新型コロナウイルス感染

介して拡がります。

症対策では、正確な情報を

アノブ、電気スイッチ、携

これから冬になると様々

いる家庭用洗剤を利用した

―感染予防に必要なことは

帯電話、リモコン、引きだ

な感染症が流行しますが、

広報かわちながの 2020 年
（令和２年）10 月号

自分や家族の行動を振

何ですか ？

しの取っ手などを触りませ

予防方法は共通しています。

伝えることが混乱を防ぐ方

まずは、もらわない、う

んか。立ち上がる時には、

活動の前と後にさっとひと

消毒方法を参考にしてくだ

つさない、拡げない。でき

テーブルの裏側や椅子の座

拭き！これを生活習慣に加

法だと改めて実感しました。 り返ってみてください。ド

るだけマスクをつけ、石け

面の裏側もつかんでいませ

さい。

んと流水による手洗いやア

えて、感染予防対策を上手

に継続しましょう。

んか。

そこを濡れたタオルやキ

ルコールによる消毒で手を

清潔に保ちましょう。毎日
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現在、感染者や濃厚接触者、医療関係者などに対し、
SNS での誹謗中傷、個人の特定につながる発信など、
様々な場面で心無い言動が見られます。人は見えな
いもの、分からないものに恐怖を感じ、自分では気
づかないうちに他人を傷つけることがあります。
いかなる場合でも、誤解や偏見に基づく差別・誹
謗中傷・いじめなどがあってはなりません。感染拡
大は身近な人間関係を分断してしまう力を秘めてい
ます。不確かな情報に惑わされずに、正しい知識・
情報に基づく冷静な行動を心がけましょう。
●コロナ差別を知ろう
人権協会ホームページで、新型コロ
ナウイルスに関する差別事象や、ペス
トやスペイン風邪などの感染症の歴史
を紹介しています。
人権推進課

●みんなの人権 110 番
差別や虐待、パワーハラスメントなどを相談できます。
とき 平日午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分
電話番号 ☎ 0570-003-110
●インターネット人権相談
フォームに入力し送信すると、最寄
りの法務局からメールか電話で回答が
あります。
人権推進課
●こころのフリーダイヤル
新型コロナウイルス感染症に関する不安やストレス
などの悩み相談に対応します。
とき 10 月 1 日㈭～来年 3 月 31 日㈬毎日午前 9 時
30 分～午後 5 時
電話番号 ☎ 0120-017-556
府こころの健康総合センター（☎ 06-6691-2818）

市防火協会から飛沫感染防止用ダンボール
パーティションを寄贈（８月 11 日）

佐合 不二子様から
Ｎ 95 マスクを寄贈
（８月３日）

明治安田生命から「私の地元
応援募金」
による寄附
（８月25日）

サンライト化成株式会社から抗菌
マスクホルダーを寄贈
（８月 21 日）

市役所の住所・電話番号などは２ページをご覧ください▶

6

昨年の英語村の様子

9

花の文化園

木根館

内容

A キャンディを
買ってみよう
C クイズラリー
E 木材でミニ
B スーパーボール D 植物の標本作り
ゲーム作り
すくい

申込

DE ＝ 10 月５日からそれぞれの施設へお申し込みください
ABCFG= 申込不要！当日直接受付へ

ふるさと
歴史学習館
F 泥めんこを
作ろう
G 文化財
フィッシング

※定員や開催時間など詳細は市ホームページをご確認ください。
教育総務課

広報かわちながの 2020 年
（令和２年）10 月号

令和３年に開催する「成人のつどい」

ところ

奥河内
くろまろの郷

は、新型コロナウイルス感染症拡大防

奥河内くろまろの郷に英語村がやってきます。ネイティブの
先生と一緒に作って、遊んで英語で楽しみましょう。
対象 小学生
受付 奥河内くろまろの郷ビジターセンター前

止のため、会場をラブリーホールから

日 午前10時～午後４時30分
11月１日●

市民総合体育館に変更します。

代表 ①新成人のことばを述べる人、

②市民憲章を朗読する人、③来賓か

①～③いずれも各２人

ら花束を受ける人

定員

※前日のリハーサルに出席が必要。

申込 はがきに氏名、生年月日、住

日（当日消印有効）

23

所、電話番号、①～③の希望順を記

月

586

入して、

までに地域教育推進課（〒 ー００

２５昭栄町７の１、キックス内）へ

▽市ホームページでも申込可

はたち

18

令和４年４月１日から、民法の改

20

正により、成年年齢が 歳に引き下

歳の

20

げられますが、市では、同年度に

歳となる人を対象として、「

・０００５）

つどい」の名称で開催します。

地域教育推進課

（☎
54

10

５月～７月に実施した「子育て世代包括支援センター事業」の

愛称募集・投票の結果、愛称は「☆ゆめっく☆」に決定しました。
たくさんのご応募・ご投票ありがとうございました。

愛称案募集数 のべ 51 案
投票数 196 票
応募者の想い（原文） 誰もが夢を持っていい！夢を
持つことは素晴らしい事。子育てにはたくさんの夢
や希望があると同時に、いろんな不安がある事も必
然です。そんな保護者の方々をサポートすることで、
未来あるこどもたちを守ることにも繋がる。市全体、
市民全体でサポートするセンター。愛たっぷりのあ
いっく。夢があふれるゆめっく。
健康推進課
市役所の住所・電話番号などは２ページをご覧ください▶

8

高齢者
今年度の高齢者インフルエンザ
予防接種は無料になりました

歳以上（誕生日の前

関以外で接種する場合は事前

シルバー人材センター

・０３０１）

に左記へご連絡ください。
保健センター
（☎

日から接種可能）または
● 月は事業普及啓発促進月間

ご利用ください

以上で心臓、腎臓、呼吸器の
シルバー人材センターは、草

対象

機能やヒト免疫不全ウイルス
刈りや清掃、家具などの移動、

歳

による免疫の機能に障がいが
蜂の駆除、植木の剪定、福祉・

就業機会を提供しています。ま

を引き受け、多くの高齢者に

などの臨時的・短期的な仕事

時預かり、パソコンの個人指導

せんてい

あり、日常生活がほとんど不
家事援助サービス、子どもの一

取扱医療機関など

月１日㈭～来年１月

可能な程度の障がいを有する
市民
期間
日㈰

ところ
（一覧は市ホームページに掲
ので、気軽にご利用ください。

の手芸品なども販売しています

※申し込みは取扱医療機関へ。 た、にぎわいプラ座では手作り
載）▽市外または取扱医療機

シルバー人材センター
・０２５６）

はじめて教室に参加す

健康づくりを体験します。

トレーニングマシンなどで

はじめてのジム体験教室

（☎

●入会するには説明会の受講
歳以上の市内在住者

毎月第２・第４水曜日

が必要
対象
とき
（ 月は第２水曜日のみ）▽い
ずれも午後１時～
対象

住所・氏名・生年月

持ち物
る

歳以上の市民

日を確認できるもの、印鑑、通
月６日㈮・ 日㈮・

元々運動習慣がなかったの
―効果を感じていますか？

も意識するようになりました。

かごやバケツを持って

階か

以前は困難だった、洗濯物

で、地域包括支援センター
に相談し、市の訪問型サー
ビスＣ事業に申し込むこと
往復できるように

法士、歯科衛生士、管理栄

自宅に理学療法士、作業療
ろそろ歩いて買い物に行くこ

つき、意欲が湧きました。そ

なりました。運動習慣も身に

階へ

養士、看護師・保健師が順
とを再開しようと思っていま

にしました。サービス内容は、 ら

か月間、元

気になるための取り組みをサ
自分の米寿祝を兼ねて、家族

す。そして、息子の還暦祝と

に訪問し、約
ポートしてくれます。
で旅行に行きたいです。

上田町の橋本さん（

歳）。

できる方法で運動を始めた

す。そんななかでも自宅で

が心配な人も多いと思いま

る状況が続き、身体の衰え

コロナ禍で、外出を控え

ています。運動以外にも、バ

るので、無理なく続けられ

た運動メニューを組んでくれ

学療法士さんが私に合わせ

するよう意識しています。理

の中で歩き、少しでも運動

続けています。暑い日は家

以上の方を募集中です。高齢

持に取り組んでおられる

にくい今でも前向きに健康維

橋本さんのように、外出し

れる姿が印象的でした。

え、前向きに取り組んでおら

日々の家事も運動の一つと捉

いたい、と話された橋本さん。

奥様と二人そろって元気で

― どんな運動や取り組みを？
毎日朝夕の筋トレ・スト
レッチと、週 、 回散歩を

運動を始めたきっかけや、効
ランスよく食べる、よく寝る

歳

果をお聞きしました。
福祉課までご連絡ください。

います。また、妻が
していた家事を担い
身 体を動かすよう

月７日～ 日に左記へ

・６６００）

支援の必要な子どもの様子

ワークショップ

サポートブック「はーと」

障がい者

（☎

西部地域包括支援センター

申込

など気をつけ、読書もして
―なぜ運動を始めようと思
ったのですか？
少し前から腰や足が棒の
それ以外にも、歯

にしています。

くスピードも落ちたと感じ、
磨 きを丁 寧にした

ような感じで動きが鈍く、歩
これ以上衰えないようにと
り、水分を摂ること

市民総合体育館
ウォーク・ストレッチ
人（先着順）
月７日～

参加費 ５００円 当日徴収 )
(
日に電話
申込

定員

筋力アップ

内容

ところ

分～３時

思ったのがきっかけです。

月

日までに電話で

人（抽選）

（フォレスト三日市内）
定員
申込
左記へ
高齢福祉課
高齢者の運動教室

健康スポーツ連盟の牧田さ

歳以上の男女が対象です。 で左記へ

●健康体操

・０３１５）

時～

定員

月

月９日㈬午前９時

月

せんか。
とき
㈫・

申込

日㈪・
分

市役所
人（先着順）

日

方や活用方法を一緒に学びま

などを書いておき、共有する

人（先着順）

武道館

日㈬午前

●太極拳「やさしい気功太極

分

月

ためのサポートブックの書き
とき
時

ところ
定員

参加費 ５００円 当
( 日徴収 ) ～ 時
月７日～ 月 日に
ところ

記へ

申込

健康スポーツ連盟の濱さん

電話で左記へ

・６８８３）

分

月７日から電話で左

左記へお問い合わせください。

※リモートでの参加可▽詳細は
介護の知恵袋

高齢者の介護をしてい
月

日㈭午後１時
分

キックス
人（先着順）

スポーツ

募集

その他
お知らせ

相談

（☎０９０・２３５９・４８８８）

ピアはーとの森田さん

催し・講 座

定員

ところ

分～３時

とき

る市内在住者

対象

トロールを学ぶ～

護をするための気持ちのコン

●アンガーマネジメント～介

（☎

30 17

とき

1
65

拳・健康寿命を延ばそう」

ん（☎

56

87

日㈭午後１時

健康
人権

22

11

帳（ゆうちょか三菱ＵＦＪの
月

就労
事業所

とき

2
26

日㈮午前９時 分～ 時 分

子育て

15

10

10

30

三日市市民ホール

暮らし
保険・年金

11

み）、年会費２０００円

安全安心
教育

30

ところ

税金
協働

3
3

28

53

※当日直接同センターへ。

高齢者
障がい者

2
12

10 10

10

10

11

29

20

15

10

30

11 13

家でもできる
運動習慣を
30

55
65
15

2

11

11

11

16
29

10

65

ソプラノ歌手の大嶋奈央子さんから、手作りマスクを123
枚寄贈していただきました。歌手活動を通して縁のある世
界各国にもマスクを寄贈している大嶋さんは、本市のラブ
リーホールで開催していた世界民族音楽祭にも出演してい
ました。手作りマスクは１枚40分以上かけて制作された、
色とりどりの華やかなもの。手書きのメッセージカードと
ともに本市の男女最高齢者２人と100歳になった人への記
念品として贈呈させていただきます。
高齢福祉課

10 15

60

高齢者のために手作りマスクを寄贈

64

11
30

15

10

10

20

みずたれ

こう ぞう

10
市役所の住所・電話番号などは２ページをご覧ください▶
広報かわちながの 2020 年
（令和２年）10 月号

11

９月の高齢者福祉月間に合わせて、市内の男女最高齢者
栗田幸 さん（103歳）
、水垂ステヲさん（106歳）に記念
品を贈呈し、長寿を祝いました。

～介護予防コラム～
いつまでも こころ豊かに このまちで ④
10

65

10
60

これからもお元気で

60

31

12

日本遺産認定記念編❻

酒蔵通り

金

私 が 出 逢 っ た ディ ープ な 中 世

長野神社

税

月２日までに納付を

市・府民税第３期分
●
まだ納付していない人は、最
寄りの金融機関や郵便局（納付

安全安心

増福寺

月輪寺

Ｊアラート情報伝達訓練
災害時や緊急事態時に、全
国瞬時警報システム（Ｊアラ
ート）から送られてくる緊急

高野街道

中編

高野街道の合流と
長野・三日市
長野でひとつに合流する高野街道。往来の人々も多く
長野・三日市は中世から近世にかけて栄えました。
西・東高野街道は、河内長野駅前
付近でひとつに合流します。近くに
ご

ず てん のう みや

こ

や どう

みや

は長野神社が鎮座し、明治時代以前
は「牛頭天王宮」
「木屋堂の宮」と
呼ばれていました。
「木屋堂」は中
世から登場する地名で、付近に材木
の集積場があったとされています。
高野山に参拝した貴族や上皇たち
も、この地で宿泊や休憩をしたこと
が、彼らの日記からわかります。
長野を抜けると三日市に至りま
す。増福寺や月輪寺、旧三日市交
番など、多くの歴史遺産がありま
はたけや ま

よし ふか

す。 増 福 寺 は 南 北 朝 時 代 の 武 将、
畠山義深が付近で亡くなり、供養
のために建てられたと伝わるほか、
かつてキリシタンがマリア像として
信 仰した可 能
性のある観 音
像も残ります。
もろ こし

一方、月輪寺の起源は、かつて長
野にいた諸越長者が空海から薬師
如来坐像を与えられ、長者の死後に
まつ

妻が三日市にお堂を建て、坐像を

高
野
街
道

三日市町駅

設置した鉄板やグレーチングな

また、個人で道路側溝上に

ますので撤去してください。

対象

た教育が特色

●少人数縦割り活動を生かし

天見小学校への入学・転入学

教育指導課

ます。

２月初旬までに書面で通知し

面談あり▽結果は１月末から

※１月中旬に児童・保護者の

人、２年

市内在住で電車などに

どが劣化し、車などが通過す

乗って１人で通学できる児童
１年生

人、４年生

日㈯は学校説明会・

る際に破損するケースもありま

募集人数

人、３年生

学校説明会＝正

オープンスクールを開催
内容・時間

左記へ

日までに電話で

その他
お知らせ

 天見小学校（☎ ・８００４）

月

午～午後０時 分、オープンス

募集

申込

人、５年生５人、６年生

生

月

●

育

（交通費は保護者負担）

道路課

教

す。今一度点検してください。

祀ったことといわれています。

しょうき

クール＝午後１時～３時 分
日までに教育指

スポーツ

30

情報を市民のみなさんに伝え
か所の防災行

三日市では、屋根や窓に瓦製の像が置かれて

木 川 さん
11

人（申込者多数の場合抽選▽
月

学年は令和３年４月現在）
申込
導課へ

16

額 万円以下はコンビニエンス
るため、市内

では室町～江戸時代に信仰が広がりました。

20

ストア、スマートフォン決済ア

大鬼で、疫病除け・魔除けの神様です。日本

旧三日市交番
月輪寺

れているもので、中国の皇帝が病気になった

371

とき、皇帝の夢に現れて病気を治したという
増福寺

いる古民家もみられます。これは鍾馗と呼ば

13

政無線スピーカーによる情報
来年４月に小学校に入

新小学１年生の健康診断
対象

左表のとおり
月中旬に直接

17

14

14

11

プリＰａｙＢも可）などで納付
伝達訓練を行います。
時

学する児童
とき・ところ
※対象者には

はがきで通知します▽指定校

催し・講 座

11

してください（手数料不要）
。
月７日㈬午前

長野神社

中世トリビア❻ 鍾 馗 像
河内長野駅

今回の歴女

酒蔵通り
大学で仏像や仏画について
研 究しています。今回は貴
重な文化財を見ることがで
き良かったです。実際に現
地に足を運び、自分の目で
見ることで 写真ではわから
なかった魅力を感じることが
できますね。

相談

68

とき
危機管理課
道路側溝周辺の点検を
道路側溝内に水の流れを阻

以外で受診する場合は事前に
指定校と受診希望校へ連絡し
てください。

健康
人権

12

8月29日と30日に、美加の台に会社を構える（株）
Booの
みなさんが、ボランティアで美加の台小学校の遊具をカラ
フルに塗装しました。代表取締役の永田一男さんは「コロ
ナ禍において、塗り直した遊具を見て少しでも子どもたち
が笑顔になってもらえたら」と話していました。

また、安心・簡単・確実な
口座振替もご利用ください。
税務課

働

害するようなブロックや板な
どを個人で設置している場合
は、突発的な豪雨などで思わ

教育指導課

就労
事業所

12

10

子どもたちを笑顔に

協
グループ運営相談会
●ＺＯＯМ 導入手伝います

ぬ被害が生じる可能性もあり

木造十一面観音立像（平安時代） 旧三日市交番の竹鼻さんと

※いずれも午後に実施。受付時間ははがき
に記載▷欠席の場合ははがきに記載の各指
定校へご連絡ください。

ム

子育て

南花台 ( ☎ 63-2511） 11 月 18 日㈬

11
三日市 ( ☎ 62-2429） 11 月２日㈪

ー

11 月２日㈪

ズ

長野 ( ☎ 52-6044）

持参したパソコンにＺＯＯМ

10 月 29 日㈭

暮らし
保険・年金

川上 ( ☎ 62-5353）

10

千代田 ( ☎ 53-1371） 11 月 17日㈫

風情ある景観のなか
あま酒サイダーでホッと
一息つきました。

10 月 29 日㈭

をインストールし、オンライン
ボランティア・市民公
日㈪午後１時

日から直接また

安全安心
教育

加賀田 ( ☎ 62-2916） 11 月16 日㈪

47

高向 ( ☎ 52-2129）

会議ができるようになる相談会。
対象
月

益活動団体のメンバー
とき
分

月

人（先着順）

るーぷらざ

分～３時
ところ
定員
申込

は電話で左記へ
市民公益活動支援センター

税金
協働

11 月 18 日㈬
石仏 ( ☎ 68-8766）

11 月13 日㈮
天野 ( ☎ 52-2528）

10

10 月 29 日㈭

p!
るーぷらざ（☎ ・８１００）
高齢者
障がい者

小山田 ( ☎ 53-2527） 11 月９日㈪

長野神社の本殿は室町時代末期に建
てられたと考えられ、重要文化財と
なっています。高野街道を行きかう
旅人たちも、旅の安全を祈願してい
たのかもしれません。
長野神社は長野えびすや
タイマツタテなどの祭礼
でも有名です。

楠 ( ☎ 53-8371）

Dee
30

12
市役所の住所・電話番号などは２ページをご覧ください▶
広報かわちながの 2020 年
（令和２年）10 月号

13

53

11 月６日㈮
天見 ( ☎ 68-8004）

26

7

実施日
小学校

10
30

10 10

木造薬師如来坐像
（鎌倉時代）

美加の台 ( ☎ 62-2468） 11 月９日㈪

ココが中世 !
新一年生の健康診断

11

30

暮らし

◎坪本直子さん
（☎
自治協働課

・８４４７）

住民票交付などで本人通知制
度を実施しています
市では、住民票の写しや戸
籍謄本などを本人の代理人や

日は行政相談

●
第三者に交付した場合、事前

くらしの総合相談
お気軽にお越しください。
とき

日～

行政相談委員に
週間～一日合同行政相談所を

月

気軽にご相談を
に登録した人に対して交付し
～４時（受付は正午～午後

日㈫午後１時

た事実を通知しています。こ
３時▽先着順）
三日市市民ホール

月

行政相談週間にあわせて、
れにより、住民票などの不正
ところ

開設～

「納得できない」
、
「もっと詳し
登記・税金・年金・住宅など
請求の早期発見や抑止効果が

国などの仕事で「困った」、
く知りたい」など相談ごとが
の「行政なんでも相談」を行

ある場合は、総務省から委嘱
います。
内容

左表のとおり▽日常

対象
生活の中でおこる様々な問

市の住民基本台帳また

は戸籍に記録されている人
窓口に来られる人
題に弁護士や税理士などが

・６９４１・８３５８）

主の住民登録の住所へ簡易書
※すべての医薬品に切り替え

ります。

難な人はご相談ください。
あるとは限りません。

率は、昨年４月に約 ％だっ

ジェネリック医薬品の使用

●本市の国民健康保険では

月中旬に通知します。

※窓口での手続きが必要な人
には
●記載内容が変わったら

たものが、今年３月末には約
％に上昇しました。多くの

住所、氏名などの変更や、他
の健康保険に加入した時など

人にジェネリック医薬品への
ています。

切り替えにご協力をいただい

は、速やかに左記へ届け出て
ください。
保険医療課

保険医療課
公的年金の扶養親族等申告書

国民健康保険の
日曜臨時納付相談窓口を開設

市 長 コラム

映画で地方創生を

近年、民間主導で、映
画による地域活性化の動
きが日本全国で盛んに見
受けられます。河内長野
市では、昨年本市を中心
に富田林市や千早赤阪村
」の
撮影が行われました。

で映画「鬼ガール
となる人には、日本年金機構

公的年金の源泉徴収の対象

●９月中旬から順次送付

日㈰午前９時～

分

月

●平日お忙しい人はご利用を
とき
午後５時

月

日から上映されるこ
から令和３年分の扶養親族等

国民健康保険料の納付、 申告書が届きますので、必要

る実行委員会や各種団

の映画には地元有志によ

市役所

事項を記入し、同封の返信用

体、事業者などが撮影に

ところ

日までに返送し

河内長野市長

島田智明
はありますが、大人も楽
しめる構成となってお
り、地域ボランティアを
含 め、 制 作 ス タ ッ フ の
並々ならぬ熱量を感じさ
せる映画です。また、普
段何気なく訪れている市
内の各所が、魅力的な場
所として映るのがなんと
も不思議で、お気に入り
のシーンもできました。

はありません。

親族等申告書を提出する必要

※送られていない人は、扶養

てください。

です。

ることがこの映画の特徴

多くの市民が出演してい

内 各 所 で ロ ケ が 行 わ れ、

協力しました。そして市

や の ぼ り を 目 に し ま す。

「鬼ガール

市 内 の 様 々 な 場 所 で、

積極的な利用を

扶養親族等申告書専用ダイ

先 日、 公 開 に 先 立 ち、

月

●医師や薬剤師に積極的にご

ヤル（☎０５７０・０８１・

試写会に招待いただきま

封筒で

相談を

２４０▽０５０から始まる電

した。学校生活が舞台の

スポーツ

募集

」のポスター

ジェネリック医薬品 後
(発
医薬品）は、先発医薬品に比

・６８３７・

催し・講 座

青春物語で、若者向けで

話の場合は☎

健康
人権

べて３～５割安くなる場合が

子育て

就労
事業所

９９３２）

保険医療課

り親家庭医療証を更新します。 納付相談

内容

容

わせください。
市民窓口課
家庭用有料ごみシール

●取り扱い開始
の８）

ファミリーマート河内長野木
戸店（木戸一丁目
●取り扱い廃止
たぬきや（桐ケ丘 の ）
、シ

留郵便で送付します（一部を
可能なジェネリック医薬品が

環境衛生課

ョップシバタ（野作町 の ）

9 10

除く）
。 月中に受け取りが困

7

内

必要▽詳細は左記へお問い合

登録方法

堺市産業振興センタ

日㈬午後１時～

（フォレスト三日市内）

を受けたお近くの行政相談委
とき

期待できます。

員に気軽にご相談ください。
４時

グリーン購入を実践しよう
買い物の時にまず必要かど
うかを考えて、必要な時は環
境のことを考えて、長く大切
に使える、使い終えた時にご
みが少ないなど、環境負荷が
できるだけ小さいものを選び
ましょう。
環境衛生課

保 険 ・年 金

午前９時〜午後５時

あり、自己負担が軽減され、医

暮らし
保険・年金

願っています。

その他
お知らせ

相談

なってくださることを

訪れ、河内長野を好きに

くの方が市内のロケ地を

の映画が話題となり、多

に、市も応援しているこ

地域の盛り上がりととも

!!

月から新しい医療証に

千代田米穀店 松ケ丘東町 木

療保険財政の改善にもつなが
安全安心
教育

03

重度障がい者医療証、ひと

月

本市の委員は次の３人です。
ところ

22 日

ジェネリック医薬品の

土地建物・借入債務・交通事故な
どの「民事上のもめごと」につい
て調停で解決する手続き

◎矢倉芳彦さん

ー
ー

月中に、新しい医療証を対

譲渡や贈与、相続、住宅購入
などにかかる税全般

相談に応じます（政治的な

30 日

象者に送付します。

税

の本人確認書類（運転免許証

ー

26 日

※所得制限を超える人には別

土地・家屋などの不動産の登記
全般

ー（堺市北区）

25 日

途案内を送付します。

午前８時 30 分〜午後７時 30 分

・１６８８）

ー
あやたホール

回収時間
所在地 回収日
店舗名

（☎

23 日

保険医療課

火
加賀田
加賀田米穀店

多重・多額債務者の返済方法など

相談を除く）

三日市公民館

国民健康保険の

行政に対する苦情や要望など

や健康保険証）を持って市民

11 日

新しい被保険者証を送付

行政

近畿管区行政評価局

ー

月中旬か

◉廃食用油回収協力店舗

◎河原純子さん

９日

日のため、

民事
調停

20

土地・家屋・金銭の貸借や離婚、
相続などの法律関係

※当日直接会場へ。

加賀田公民館

現在の保険証は有効期限が
月

民事暴力・ストーカー対策など
の警察業務全般

日常生活の様々な心配ごとや悩
みなど

10

法律

窓口課へ

ー

・４０３７） （☎

18 日

（☎

ー

税金
協働

警察

心配
ごと

68
25

自治協働課

17 日

ら順次、新しい保険証を世帯
高齢者
障がい者

30

人権問題全般

19

※代理申請の場合は委任状も

19 日
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15

15 日

くすのかホール

32
15

74

登記
10

77

消費者
金融
!!

南花台公民館
高向公民館

21
25

相談名
9

14 日

ところ

10
10

10

人権

10

12 月
９日

10

30

55

11 月
12 日

63

10 月
千代田公民館

06
とき 午前 10 時～ 11 時▷千代田公民館と南花台公民
館は午前 11 時 30 分まで
※エンジンオイルなどの鉱物油は絶対に混入しないでく
ださい。
環境政策課

10

◉廃食用油の回収
31

10

11
10

10

KAW

ACHINAGANO CI
TY

全力パフォーマンスで観客を魅了

スマートフォンで防災準備

ラブリーホール・ミュージカルスクールのコンサート

スマートフォン講座

毎年開催されていたラブリーホールのミュー
ジカルスクール生によるミュージカル。今年
９ は感染症の影響のため延期となり、演目を変
更して、コンサート「オーサムステージ」が上演されま
した。歌に合わせて華やかに踊るダンスパフォーマンス
や、セリフを用いることなく表情やダンスで物語を演じ
るノンバーバル・パフォーマンスを披露。スクール生た
ちの全力の歌やダンスに観客は魅了され、大きな拍手
が送られていました。

８

ａｕショップ外環河内長野店主催のスマート
フォンを使った防災講座が加賀田公民館で
28 開催されました。参加者はハザードマップ
の検索方法、
LINE を使用した自分の位置情報の伝え方、
災害伝言板の活用方法など、災害時に役に立つスマー
トフォンの活用方法を学びました。講師は「日ごろか
ら遊び感覚でさわっていると、スマホ操作にも慣れ、
いざという時に活躍します。便利な道具をうまく活用
できるようにしてほしいです」と語っていました。

８

自然あふれる工作で夏の思い出作り

もっと図書館が好きになる

連日暑さが続くなか、森の爽やかな風が吹
き抜ける四季彩館で、小枝や木の実など森
14 に落ちている自然物を材料に制作する夏休
みフリークラフトが開催されました。５人の子ども
たちは保護者やスタッフと一緒に、真剣な眼差しで
のこぎりや金づちを使い、動物や楽器など思い思い
の作品を作りました。参加した親子は、「夏休みのい
い思い出になります。また参加したいです」とうれ
しそうに話していました。

図書館の児童書コーナーで楽しみながら本
の探し方を学ぶ「めざせ！図書館マスター」
15 が開催されました。子どもたちは本に関す
るミッションを２つこなし、最後には普段入ること
ができない図書館の書庫を興味深そうに見学してい
ました。将来は図書館司書になりたい、という参加
者の一人は「書庫見学が楽しかった。書庫で読みた
い本が見つかったので、借りてみます」と笑顔で話
してくれました。

夏休みフリークラフト

８

17
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めざせ！図書館マスター

８

「こ・こ・わ」が走りだす

美加の台で住民主体の移動支援サービスがスタート

生活困りごとサポート「こ・こ・わ 美加の台」
では、ちょっとした困りごとをお手伝いする生
１ 活支援サービスを提供しています。９月１日
から新たに移動支援サービスを始めました。代表の杉山
さんは「念願かなって実現できてうれしいです。これか
ら末永く安心して利用してもらえるようがんばっていき
たい」と話していました。移動支援を検討したいという
人は、社会福祉協議会の生活支援コーディネーター（☎
65-0133）が支援しています。お気軽にご相談ください。

９

市役所の住所・電話番号などは２ページをご覧ください▶
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