
シーパス（Sheepath）は、
羊（sheep）と小径（path）の

合成語です。シープラ（Sheepla）を
参考にしました。
市のマスコットである羊が森の小径を
のんびりと歩いている風景をイ

メージしました。

（仮称）小松公園
名称決定！

シーパスパーク
【最優秀賞】藤原　正典さん

（現場の様子）

　令和 5年度オープン予定の（仮称）小松
公園の名称を、1月に募集したところ 179
件の応募がありました。その中から名称審査
委員会で 2件を選定し、3月に名称総選挙
を行いました。
　投票の結果、「シーパスパーク」を公園の
名称として決定しました。
　応募ならびに投票していただいた皆さん、
ありがとうございました。

問合　都市づくり政策課

「使いこなしサミット !」メンバー随時募集中 !

　公園がオープンした時にすぐに本格的な活動がスタート
できるよう、仲間づくりをしたり、全員でフェスを企画し
たり、実際に工事に参加したり…公園の工事のあいだも楽
しく過ごすプランを一緒に考えてみませんか。
　途中からの参加でも、大歓迎です！

過去開催の様子や参加方法などは
こちらで確認できます

アビリティをテーマに
豊かな自然を感じる新しい公園を目指して

使いこなしサミットの様子

市民ガーデン市民ガーデン

芝生広場芝生広場

パークセンターパークセンター

駐車場駐車場

駐車場駐車場

郵便局郵便局

にぎわいにぎわい
スペーススペース

プレイパークプレイパーク
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オンライン申請 追加接種（3回目 )
の詳細

新型コロナワクチン接種についてコ
ロ
ナ
関
連
情
報

子ども（12～17歳）へのコロナワクチン追加接種（3回目）

　２回目接種から6か月以上経過した人を対象に、４月中旬より下記の発送スケジュールで接種券を送付しています。
※接種券が届くまでに接種を希望する人は、下記のいずれかで事前発送の申請ができます（申請後1週間程度で送付）。
【申請方法】
1. 市ワクチンコールセンター　☎ 0120・920・705
2. ファクス　33・4543
3. 郵送　〒 595ー 0013　泉大津市宮町 2ー 25　健康づくり課
4. オンライン申請　二次元バーコードから申請

接種券の発送スケジュール

泉大津市新型コロナワクチンコールセンター
☎ 0120・920・705　午前 9時～午後 5時
　 （受付　月～金曜日　※５月 1日㈰・29日㈰も受付可能）

ワクチン接種の
相談・問い合わせ

　新型コロナワクチン接種は強制ではなく、本人や保護者が希望する場合に接種を行うことができます。接種を望ま
ない人に強制することや、行動制限を求めるものではありません。

ワクチン接種は強制ではありません

接種券の発送申請について

２回目接種完了時期 接種券の発送予定時期
1 ～令和３年 11月 2日 令和 4年 4月 28日発送済
2 11月 3日～ 11月 9日 5月 6日頃
3 11月 10日～ 11月 16日 5月 13日頃
4 11月 17日～ 11月 23日 5月 20日頃
5 11月 24日～ 11月 30日 5月 27日頃

　国は科学的知見や諸外国の対応状況、12～17歳の子どもに対するワクチンの有効性、安全性を審査した結果、ファ
イザー社製の新型コロナワクチンの追加接種（３回目）を薬事承認しました。この決定を踏まえ、ワクチン接種を
希望する人が円滑に接種できるよう、体制を整えています。

ワクチンの安全性と副反応
（市ホームページ）

※以降は、同様に接種開始時期にあわせ
て接種券（クーポン券）を発送します。
※ 2回目接種完了後に転入された人や、
発送予定時期を 1週間以上過ぎても接
種券が届かない場合は、市コールセン
ターにお問い合わせください。

　発熱、倦怠感、頭痛、吐き気、全身のしびれや痛み、帯状疱疹、脱毛症、歩行障害、月経異常、
呼吸困難、認知障害など全国で 3万 2,694 件（4月 13日時点）の副反応疑いが国に報告されて
います。また、これらの症状が長期間続き、日常生活に支障をきたすようなケースもあります。
ワクチン接種後の体調不良や後遺症などで悩んでいる人は、下記へ相談してください。

接種後の副反応など専門的な問い
合わせ
大阪府専門相談窓口
☎06・6635・2047（24時間対応）

新型コロナ感染症の後
遺症やワクチンの副反
応などに関すること
オンライン相談へ→

健康被害救済制度やワクチン接種
後の体調不良に関すること
健康づくり課　☎ 33・8181

新型コロナワクチン接種後の体調不良や後遺症などの相談窓口はこちら

問合　健康づくり課

ワクチン接種を希望される人へ
　予防接種を受ける人は、予防接種による発症予防や重症化予防に期待される効果と副反応のリスク、流行してい
る新型コロナウイルスの特徴を確認のうえ、自らの意思で接種してください（右の二次元バーコー
ドからワクチンの安全性と副反応を必ず確認してください）。
　接種による感染予防効果や中長期的な人体への影響と追加接種による人体の影響については、
明らかになっていません。
　自身でも情報収集し、慎重に検討のうえ、判断してください。
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神野美伽コンサート開催！神野美伽コンサート開催！

80 周年記念切手発売！80周年記念切手発売！

心の生きがい促進事業心の生きがい促進事業

健康・スポーツフェスティバル健康・スポーツフェスティバル

オリジナルフレーム切手（郵便局連携）
　台紙のメインデザインは、市民のみなさんから集まった写真で作成
したモザイクアート。切手の絵柄には、市の景色やおすすめスポット、
おづみんなど。市の魅力が詰まった記念切手です。

※仕様は 84円切手 10枚つづりで実際に使用可能。
●発売　5月 6日㈮～（限定 200シート）
●価格　1,330 円（税込）
●販売者　㈱郵便局物販サービス
●販売場所　市内全局、忠岡町全局（計 12局）

日程　５月 29日㈰（小雨決行・雨天順延）
時間　【６㎞コース】午前９時～
　　　【４㎞コース】午前９時 20分～
場所　東雲公園グラウンド
対象　小学生以上（幼児または車いすでの参加は要同伴）
定員　先着 300人（参加賞あり）※閉会後に抽選会
申込　オンラインによる申し込みまたは５月 20日㈮ま
　　　でにスポーツ青少年課窓口

予定コース
【４㎞の部】
東雲公園⇒アイビースクール⇒条南町ちびっこ老人憩い
の広場⇒助松プール⇒松之浜町広場⇒東雲公園
【６㎞の部】
東雲公園⇒わかばの森⇒東助松３号公園⇒助松神社⇒助
松プール⇒松之浜町広場⇒東雲公園

問合　政策推進課

問合　福祉政策課

問合　スポーツ青少年課

事前事前申込申込
みんなで楽しくウォークラリー！みんなで楽しくウォークラリー！
　市内を歩きながらクイズ・ゲームに挑戦！　市内を歩きながらクイズ・ゲームに挑戦！

※「フレーム切手」は日本郵便㈱の登録商標です。

※同日テクスピア大阪小ホールで「歩行セミナー＆歩行測定会」を開催します。詳細は 6月号に掲載します。

日程　7 月 23日㈯
場所　テクスピア大阪　大ホール
対象　市内在住で公演当日 65歳以上
申込　往復はがきに「ステージ 1またはス
テージ２の希望」「2人分の住所・氏名・生
年月日・電話番号」を記入し、５月 31日㈫
までに郵送（〒 595ー 8686　福祉政策課）
※ 2人とも 65歳以上の場合のみ申し込み可
※介助者の年齢は問いません。「介助者」と
記入
※車イス利用はその旨を記入
※返信用にどちらかひとりの宛名を記入

※応募多数の場合は抽選（結果は、はがきで
通知）
※席順は市で割り振ります。
※一人一回のみ申し込み
　この事業は「八木稔すこやか基金」を活用
しています。

ステージ 1 ステージ 2

時間 午後 1時 30分
（開場：午後 1時）

午後 5時 30分
（開場：午後 5時）

当選者数 156 人 234人

備考 原則二人一組で申し込み
（ただし、一人でも申し込み可）

7月7月
23日㈯23日㈯
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あしゆびケアモニター大募集！

応募方法　以下のいずれか
▷インターネット　二次元バーコードから申し込み
▷ファクス　申込用紙を「㈱ドリーム・ジーピー（06・
　4708・4879）」へ送信
▷持参　マイフットステーション泉大津
（東雲町 252ー 1　南海本線 泉大津駅高架下）
午前 11時～午後 5時（木・日曜日を除く）
申込用紙　マイフットステーション泉大津の店舗、市
　ホームページからもダウンロード可

問合　㈱ドリーム・ジーピー（☎ 06・4708・4877）　
（平日　午前 9時 30分～午後 6時）
注意事項　募集・情報の収集・管理はマイフットステー
ション泉大津および運営会社である㈱ドリーム・ジー
ピーが行います。

←インターネット申込

　高齢者の転倒は、骨折や頭部外傷などの大きなけがにつながりやすくなります。転倒を予防するためには、筋力や
バランス機能の強化、足部の状態を健康に保つことが大切です。「あしゆびケアモニター」では、あしゆび体操やあ
しゆびケアの実践、運動講座への参加とインソール使用による足部機能を計測し、改善結果を検証します。

問合　高齢介護課

日時 場所

第 1回 6 月 29日㈬

午前 9時 30分～ 11時
テクスピア大阪
（運動講座）

第 2回 7 月 27日㈬

第 3回 8 月 24日㈬

第 4回 9 月 28日㈬

第 5回 10 月 19日㈬

第 6回 11 月 16日㈬ 屋外（ウォーキング講座）

あなたの、お店や会社をホームペー
ジや広報紙でPRしてみませんか。

ホームページ・
広報いずみおおつに
広告を掲載しませんか

合同会社　IM総合企画（☎072・242・7997）
株式会社　阪奈宣伝社（☎06・6214・5583）
株式会社　ホープ（☎092・716・1404）
泉大津市秘書広報課（☎33・1131）

広告掲載のお問い合わせは

秘書広報課でも掲載受付を
始めました！

秘書広報課

メリット
●自治会に加入している世帯に配布！
●駅・公共施設・スーパーマーケットなど、人目につき
やすい場所に設置！

広報いずみおおつの有料広告掲載を
利用してみませんか

「会社の PR 広告をしたい！」「お店に来てほしい！」そん
なときは「広報いずみおおつ」の有料広告が便利です！

使用色は、カラーです
発行部数は、31,000 部（令和 4 年 4 月号現在）
問合　秘書広報課（☎33・1131）

この青枠が「縦 49ｍｍ× 横 176ｍｍ」、青の点線で区切
られた枠が「縦 49ｍｍ× 横 88ｍｍ」です。

サイズ 1回あたりの掲載料（税抜）

縦 49 ｍｍ × 横 176 ｍｍ 80,000 円

縦 49 ｍｍ × 横 88 ｍｍ 40,000 円

内容　あしゆび体操やあしゆびケアの講座を受講し、
インソールを入れた靴を履いて、6か月間を過ごして
もらいます。
募集人数　50人　※申込多数の場合は抽選
対象　65歳以上の市民
申込期間　5月 11日㈬～ 25日㈬
参加特典　モニタリング後、作製したオーダーメイド
インソールをプレゼント！

参加条件
　①運動講座（下の表のとおり）への参加や自宅での
　　あしゆびケアなどの実践
　②インソールを入れた靴を履いて生活
　③インソール作製から 3か月後・6か月後の計測に
　　参加できる人
　④過去にあしゆびモニターに参加していない人
 

←ホームページ
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あしゆびケアモニター大募集！
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注意事項　募集・情報の収集・管理はマイフットステー
ション泉大津および運営会社である㈱ドリーム・ジー
ピーが行います。

←インターネット申込

　高齢者の転倒は、骨折や頭部外傷などの大きなけがにつながりやすくなります。転倒を予防するためには、筋力や
バランス機能の強化、足部の状態を健康に保つことが大切です。「あしゆびケアモニター」では、あしゆび体操やあ
しゆびケアの実践、運動講座への参加とインソール使用による足部機能を計測し、改善結果を検証します。
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午前 9時 30分～ 11時
テクスピア大阪
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第 2回 7 月 27日㈬
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広告掲載のお問い合わせは

秘書広報課でも掲載受付を
始めました！
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●自治会に加入している世帯に配布！
●駅・公共施設・スーパーマーケットなど、人目につき
やすい場所に設置！

広報いずみおおつの有料広告掲載を
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「会社の PR 広告をしたい！」「お店に来てほしい！」そん
なときは「広報いずみおおつ」の有料広告が便利です！

使用色は、カラーです
発行部数は、31,000 部（令和 4 年 4 月号現在）
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この青枠が「縦 49ｍｍ× 横 176ｍｍ」、青の点線で区切
られた枠が「縦 49ｍｍ× 横 88ｍｍ」です。

サイズ 1回あたりの掲載料（税抜）

縦 49 ｍｍ × 横 176 ｍｍ 80,000 円
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内容　あしゆび体操やあしゆびケアの講座を受講し、
インソールを入れた靴を履いて、6か月間を過ごして
もらいます。
募集人数　50人　※申込多数の場合は抽選
対象　65歳以上の市民
申込期間　5月 11日㈬～ 25日㈬
参加特典　モニタリング後、作製したオーダーメイド
インソールをプレゼント！

参加条件
　①運動講座（下の表のとおり）への参加や自宅での
　　あしゆびケアなどの実践
　②インソールを入れた靴を履いて生活
　③インソール作製から 3か月後・6か月後の計測に
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　毎年、5月 3日の憲法記念日を含む 5月 1日～ 7日
は「憲法週間」です。市でも関連事業を行います。
●人権ポスター展　憲法や人権に関するポスターを展示
日時　4月 26日㈫～ 5月 9日㈪　市役所開庁時（最終
日は午後 4時まで）　
場所　市役所 1階ロビー
●人権擁護委員による「特設人権相談」
　人権問題でお悩みの人はご相談ください。相談は無料
で秘密は厳守されます。法務大臣の委嘱を受けた6人の
人権擁護委員が相談に応じます。（敬称略）
▷濱田 秋一（助松町）▷守安 博美（二田町）▷竹若 富
三郎（松之浜町）▷村岡 法代（菅原町）▷千百松 良子（田
中町）▷櫻澤 宏尚（豊中町）

日時　第２・４水曜日　午後１時～３時
場所　市民相談室（市役所１階）
予約方法　相談日の週初めの月曜日（祝日の場合は火曜
日）の午前９時から電話予約（☎ 23・4400）
●特設人権相談の時間拡大
　６月１日は「人権擁護委員の日」です。６月８日㈬は
通常の特設人権相談の時間を拡大して行います。
日時　６月８日㈬　午前 10時～正午、午後 1時～ 5時
場所　市民相談室（市役所１階）
○市の担当者が応じる人権相談は毎日開設
人権相談は、市役所開庁時随時受け付けています。
日時　月～金曜日　午前 9時～午後 5時
場所　人権くらしの相談課

5 月 3日は
憲法記念日 憲法で保障されている人権について考えよう
◎「人権ポスター展」開催　　◎人権問題の悩みは人権擁護委員へ　　◎ 6月 8日特設人権相談

問合　人権くらしの相談課

問合　都市づくり政策課 浜街道まつり　

～町家を巡り、昔に遊び　浜街道を楽しもう～
日時　5月 22日㈰　午前 10時～午後 4時
場所　浜街道周辺地域（新川中橋付近　神明町・本町・東港町）
催物　
◆街角ギャラリー（アートクラフトなどの展示販売）
◆ミュージックストリート
◆おもちゃの交換会（交換したいおもちゃを持参してください）
◆街角手作りショップ、落語、狂言

前夜祭

狂言教室発表会を開催
日時　5月 21日㈯
　　　午後6時 30分開演（午後6時開場）
場所　南溟寺（神明町 6ー 15）
定員　先着 100人（申込不要）

5／22

5／21

300 年前の町割が残る毛布発祥の地「浜街道」
　現在に至っても毛布発祥の地として、継承されている本格的なかわら屋根の工場群（通称のこぎり屋根）を含めた町並
みは、住工が混在する一種独特な歴史的景観を醸し出す町並みとなっています。
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閲覧

診断費用が
5万5,000円の場合、
負担は 5,000 円です

　木造住宅の耐震化を促進するため、市内の昭和 56年 5月 31日以前に建築され、居
住されている木造住宅について、耐震に係る診断・設計・改修の補助をしています。

※補助制度には条件などがあります。必ず工事を行う前にご相談ください。

耐震改修補助 改修費用のうち 40万円が限度（世帯の所得により上限 60万円）

当事者間で交渉・契約（市は関与しません）

木造住宅の耐震化促進について

耐震診断補助 診断費用に 11分の 10を乗じ、千円未満を切り捨てた額（上限 5万円）

耐震設計補助 設計費用に 10分の 7を乗じ、千円未満を切り捨てた額（上限 10万円）

あき家などを
買いたい！
借りたい！

あき家などを
売りたい！
貸したい！

市内の所有者 市内外の希望者

物件情報

希望登録

希望情報
あき家バンク

閲覧

物件登録

登録情報公開

あき家バンクに登録しませんか
　市のあき家バンク制度は、市内のあき家問題を解消し地域の活性化を推進す
るため、あき家の有効活用を促進することを目的に設置するものです。

問合　建築住宅課

　制度を通じ、売却・賃貸を希望する市内のあき家などの所有者の物件情報や、あき家などの取得・利用を希望する、
市内外の人のニーズを登録することで、あき家に関する情報を全国に向けて広く提供し、所有者と希望者のマッチン
グを推進していきます。
　市であき家などを所有している人、あき家などをお探しの市内外の人は、登録をお願いします。
※マッチング後のあき家物件の取り引きに係る交渉・各種手続きなどは、当事者間の責任で行っていただきます
　（市は一切関与しません）。

制度内容
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令和4年度　泉大津市の予算
　令和４年度当初予算の概要をお知らせします。
　一般会計、特別会計、企業会計の全会計における総額は 668億 2,308 万円で、うち一般会計
は 341 億 7,413 万円、特別会計は 157 億 3,745 万円、企業会計は 169 億 1,150 万円となり
ました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　問合　財政課

会　計　名 令和４年度 (A) 令和３年度 (B) 増減額 (A)-(B) 増減率

一般会計 341億 7,413 万円 317億 8,805 万円 23億 8,608 万円 7.5%

特別会計 157億 3,745 万円 152億 6,136 万円   4 億 7,609 万円 3.1%

企業会計 169億 1,150 万円 153億 7,008 万円 15億 4,142 万円 10.0%

合計 668 億 2,308 万円 624 億 1,949 万円 44 億   359 万円 7.1%

■令和 4年度　当初予算　※表示単位未満を四捨五入している関係で、合計が一致しないことがあります。

　歳入は、市税や使用料・手数料など地方自治体の権
限で収入できる「自主財源」と地方交付税や国府支出
金など国や府の意思決定に基づき交付される「依存財
源」に分けることができます。
自主財源
　前年度と比較して 8.6％増の 150億 4,222 万円、
歳入全体の 44.0％と見込みました。
　自主財源の柱である市税は、個人市民税・法人市民
税など 114億 2,352 万円と見込みました。
　また、税外収入は、ふるさと応援寄附金など 36億
1,870 万円と見込みました。
依存財源
　前年度と比較して 6.6％増の 191億 3,191 万円、
歳入全体の 56.0％と見込みました。
　都市構造再編集中支援事業費補助金などの国庫支
出金を 71億 5,534 万円、地方交付税を 40億 9,500
万円と見込みました。
　地方消費税交付金は、16億 8,100 万円と見込み、
このうち９億 1,700 万円は社会保障財源交付金とし
て、障がい福祉事業などの社会保障関連経費に充てら
れます。

■一般会計の歳入の概要

※税外収入…諸収入、使用料及び手数料、繰越金、分担　
　　　　　金及び負担金、財産収入、繰入金、寄附金

（　）内…予算に占める割合

36 億 1,870 万円
（10.6％）

税外収入

71 億 5,534 万円
（20.9％）

国庫支出金
71 億 5,534 万円
（20.9％）

国庫支出金

341億
7,413 万円

33 億 3,560 万円
（9.8％）

市債

40 億 9,500 万円
（12.0％）

地方交付税

22 億 1,288 万円
（6.5％）

地方譲与税・交付金
23 億 3,309 万円
（6.8％）

府支出金

114 億 2,352 万円
（33.4％）

市税
114 億 2,352 万円
（33.4％）

市税

■一般会計の市債と基金残高見込み
（令和 4年 2月見込み）

市債残高 265 億 3,746 万円

基金残高 65 億 3,433 万円

■一般会計の歳出の概要
　歳出は、経費の経済的な性質に着目した「性質別」と行政目的に着目した「目的別」に分類することができます。
　性質別分類では令和４年度予算総額とその概要を、目的別分類では市民１人あたりに置き換えてお知らせします。

義務的経費
　前年度と比較して 0.6％増の 172億 177万円、歳
出全体の 50.3％としました。
　扶助費は、生活保護費のほか、高齢者・児童・障が
い者などに対する社会保障関係費として 96億 827万
円、人件費は 50億 36万円と見込みました。
　なお、市債の返済に係る公債費は 25億 9,314 万円
と見込んでいます。
投資的経費
　投資的経費は、前年度と比較して 36.9％増の 39億
9,528 万円、歳出全体の 11.7％としました。
　主な要因は、小中学校の整備の増加によるものです。
その他の経費
　その他の経費は、前年度と比較して 10.2％増の
129億 7,708 万円、歳出全体の 38.0％としました。
これは、新病院建設に係る国庫補助金を一般会計で収
入することから、病院事業会計への繰出金が増えるこ
とや委託料などの増額によるものです。

■性質的分類

…投資的経費
…義務的経費

…その他の経費

50 億 36万円
（14.6％）
50億 36万円
（14.6％）

人件費人件費

25 億 9,314 万円
（7.6％）

公債費39 億 9,528 万円
（11.7％）

投資的経費

47 億 6,292 万円
（13.9％）

補助費等

42 億 8,906 万円
（12.6％）

物件費

31 億 7,717 万円
（9.3％）

繰出金

5 億 6,127 万円
（1.6％）

積立金

1 億 8,666 万円
（0.6％）

維持補修費・予備費・貸付金

341億
7,413 万円

96 億 827万円
（28.1％）
96億 827万円
（28.1％）

扶助費扶助費

■目的別分類
市民一人あたりに置き換えると…（令和 4年 1月 1日現在　住民登録人口 7万 3,767 人）

39 億 2,509 万円
（11.5％）

衛生費

25 億 9,314 万円
（7.6％）

公債費 15 億 2,404 万円
（4.5％）

その他

145 億 3,688 円
（42.5％）

民生費
145 億 3,688 万円
（42.5％）

民生費

39 億 3,903 万円
（11.5％）

土木費

35 億 5,833 万円
（10.4％）

総務費
35 億 5,833 万円
（10.4％）

総務費

40 億 9,762 万円
（12.0％）

教育費
40 億 9,762 万円
（12.0％）

教育費
341億

7,413 万円
341億

7,413 万円

歳出総額 46万 3,271 円

民生費
（高齢者や児童の福祉）

19 万 7,065 円

土木費
（道路、河川、公園整備）

5 万 3,398 円

衛生費
（ゴミ処理や病気予防）

5 万 3,209 円

教育費
（学校、公民館、学習集活動）

5 万 5,548 円

総務費
（窓口業務、税金徴収）

4 万 8,237 円

公債費
（借入金の返済）

3 万 5,153 円

消防費
（消防活動、防災活動）

9,476 円

その他
（議会、商工、農林水産）

1 万 1,185 円

財政用語は、
こちらでご確認ください

「性質」別内訳グラフ

「目的」別内訳グラフ
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新病院長に就任しました
泉大津市立病院
病院長　破

は と

戸 克
かつのり

規

　このたび、4月 1日に泉大津市立病院長に就任しました。
　本院には平成 22年から勤務しておりますが、よもや私が院長の職を引き受ける
日が訪れようとは思いもしませんでした。身に余る重責をひしひしと感じる毎日で
す。
　さて、皆さんもご存知の通り、医療を取り巻く環境は非常に厳しいものがありま
す。国では、2040 年の医療提供体制を見据えた「地域医療構想」「医療従事者の
働き方改革」「医師偏在対策」という 3つの改革が三位一体で進められています。
社会保障関係費の伸びを抑制しながら、今後の人口動態予測に基づく将来の医療需
要に見合った持続可能な医療提供体制の構築を求められています。このような動向
は、2年ごとの診療報酬の改定をはじめとする医療制度の改変に現れ、各医療機関
の経営にも影響します。また、ここ 2年は新型コロナウイルス感染症の感染拡大が
あり、人類の英知を結集したワクチンや新薬の開発をもってしても、次々と変異す
るウイルスに対して完全収束には至らず、今もなお日々対処せざるを得ないのが実
情です。
　こうした過渡期、激動期の舵取りにあたって、どのような試練が待ち受けている
かわかりませんが、前向きに院長としての責務を全うする所存です。市民のみなさ
んのご理解とご協力をお願い申し上げます。

略歴
▷平成３年３月
　大阪市立大学医学部卒業
▷平成 21年４月
　和泉市立病院内科部長
▷平成 22年４月
　泉大津市立病院内科部長
▷令和 2年 10月
　泉大津市立病院診療局長兼
　内科部長

問合　市立病院総務課　☎ 32・5622

おづみん生誕 10 周年
イベント報告 !!

4 月 1日に誕生日イベントをしたんだ～
久しぶりにお友だちに会えて、とっても楽しかっ
た羊 !

問合　秘書広報課

お祝いありがとう～～
お祝いありがとう～～
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　なぎさ公園で持続可能な公園の適正な維持管理と港湾
の賑わい創出のために運営しているバーベキュー施設「N 
GRILL」に、トランポリンやボルダリングのあるキッズパー
クが 5月下旬以降にオープンします。
　引き続き、年齢を問わず楽しめるアクティビティの企画
で、今まで以上に快適に過ごすことができるN GRILL に、
ぜひお越しください。
　最新情報はホームページでご確認ください。
　

なぎさ公園 BBQ施設N GRILL　5 月下旬以降に新たな取り組み！　

キッズパークオープン予定！キッズパークオープン予定！
ペット同伴可能！ペット同伴可能！

申込・問合　運営事業者　㈱ ENJOY TRUST（☎ 080・9187・3365）

N-GRILL
ホームページ

①相談受付
　ボランティアがしたい、市民活動団体をつくりたい、
助成金を獲得したい、その他、団体運営に便利なスマホ
の使い方、回覧板の作り方など市民活動に関する相談を
受け付けています。
②情報収集・発信
　皆さんが必要としている情報の収集や発信、イベント
や会員募集など団体に関するお知らせを SNS やチラシ
などで発信することができます。
③機器利用
　印刷機や紙折り機、製本機、拡大プリンターなどを設
置しています。
　チラシやポスターの印刷、資料の製本、打ち合わせや
会議資料の作成などにご活用ください。

④活動拠点
　施設内には、誰でも気軽に集える交流スペースや打ち
合わせなどに利用できる無料の会議スペースがありま
す。貸出用のロッカーやメールボックスがあり、活動の
拠点としての利用も可能です。
⑤備品貸出
　プロジェクター、スクリーン、アンプ、書画カメラな
どを無料で貸し出しています。
　団体会議やセミナー、イベントなどで利用してください。

開館　火～土曜日　午前 9時 30分～午後 9時
閉館　日・月曜日、祝日、年末年始
場所　旭町 22ー 45　テクスピア大阪５階
問合　おづぷらざ（市民活動支援センター）☎24・9016

14.75mm

泉大津市市民活動支援センター「おづぷらざ」

～あなたの活動を応援する場所
みんなの笑顔が集う場所～

　おづぷらざは、「市民が主役のまちづくり」をテーマに、市民の皆さんが自発的に行っている公益的な活動を支援す
るための施設です。すでに活動している人、これから活動を始めようとしている人をさまざまな面で支援します。

講
座
の
様
子
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