なんやかんやのイベント情報満載
泉ケ丘駅から天野街道へ
後５時までに予約を︒司法
絵画展を開く︒ 時〜５時
︵初日は 時から︑最終日
は４時まで︶
︒入場無料︒三

３階レセプションホールで

どの観察会︒９時半に近鉄
御所駅改札前に集合︒雨天
中止︒弁当・水筒・雨具・

＊
日は大
泉北野鳥の会
和葛城山
で︑オオルリ︑キビタキな

合同絵画展
ブ・ロッキー﹂が合同で
〜 日︑和泉シティプラザ
パンジョ
で 日〜

校美術教諭の廣靖彦さんに
指導を仰ぎ︑青少年の家︵片
蔵︶で活動︒各人の個性に
合った丁寧な指導と和気あ
いあいとした雰囲気が特徴
だという︒新入会員募集中︒
初心者歓迎︒問い合わせは
息子の妻が１件とその他が
１件ある︒
虐待行為は重複しており︑
身体的虐待と経済的虐待が
各７件︒心理的虐待が５件
で︑世話の放棄が１件︒
市では地域包括支援セン
ターを中心に関係機関と連
携を図り︑早期発見や早期
介入に努めている︒

児童虐待も ％減
和泉市の児童虐待に関す

８月 日号のまちがいさ
がし 正解は﹁ＡＧＦＨ﹂
でした︒次の３名にＪ ＣＢ
ギフト券︵千円︶をお贈り
します︿敬称略﹀▽中村心
結︵庭代台︶▽今井はるみ
る相談は３３０件あった︒
前年度より約 ％減少した︒
相談経路は学校が最も多
くて ％︒次いで児童相談
所が ％︑福祉事務所が
％︑保健センターが ％︑
認定こども園が６％︒
加害者は実母１５８件
︵
％︶と実父１５４件︵ ％︶
で ％を占める︒実父以外
の父が 件とその他が６件
ある︒

被害者は小学生が１２２
園前に鴨谷体育館と鴨谷野

︵大野台︶▽上田尚一︵金
剛伏山台︶
８月 日号のクロスワー

件で最も多くて ％︒次い
で０〜３歳未満が 件︑３
歳〜学齢前が 件︒中学生
が 件で高校生他が 件︒
虐待の内容は︑心理的虐
待が１８８件で ％を占め
る︒ネグレクトが 件︑身
体的虐待が 件で︑性的虐
待が１件ある︒ ︹藤原︺

翌月第２週に今月分をま
とめて発送いたします︒

子︵池尻自由丘︶

します︿敬称略﹀▽吉村ひ
ろみ︵南貴望ケ丘︶▽野口
奈々︵三原台︶▽黒崎由美

ド 正解は﹁ウガイグスリ﹂
でした︒次の３名にＪ ＣＢ
ギフト券︵千円︶をお贈り

20

奥垣さん０９０・３９２８・
５４１９

日は大和葛城山

書士法人大阪泉北合同事務
所０７２５・ ・６０２５

・３

木義尚氏の指導のもと︑充
実した絵画制作をしている
２グループが合同で開く︒

和泉シティで 日から
﹁光彩会﹂と﹁絵画クラ

ビッグアイで

絵画クラブが作品展

石井さん０７２１・
５４１

法律相談会
絵画クラブ﹁ミューゼ・
ヒロ﹂が作品展を 〜 日
の 時〜６時にパンジョホ
ールで開く︵初日は 時か
ら︑最終日は５時まで︶︒会
員 人︵男性３人︑女性８
人︶が出品する︒元堺東高

年度より 件・約 ％少な
い︒加害者から被害者を引
き離す分離は７件︒
被害者は女性が 人︑男
性が３人︒加害者は息子が
７件︑娘が３件︑夫が２件︑

８９７・４１８３

観察用具持参︒参加費２０
０円︵会員１００円︶︒問い
合わせは仲さん０９０・５

＊
日９時半
法律相談会
〜 時半︑
ビッグアイ小研修室６で︒
相続・遺言・民事信託・裁
判手続き・成年後見・登記
などの相談に司法書士が応
じる︒相談無料︒前日の午

村岡さん０９０・３４２
９・３８２６︑０７２・２
９７・４８１８

〝
がウォーキング
日 歩け泉北〟
﹁歩け泉北クラブらくら
く会﹂が 日にウォーキン
グ会を開催︒泉ケ丘駅から
天野街道を通り金剛寺まで
の約 キロ︒初秋の田園風
景をゆっくり楽しみながら
歩く︒帰りは金剛寺から河
内長野方面︑光明池方面に
分かれ各自バスで︒ 時に
泉ケ丘駅改札前集合︒
弁当・
水筒・雨具・帽子など︒堺
市民はおでかけ応援カード
を持参︒コロナ対策︑暑さ
対策は各自で︒

57

鴨谷野球場に無料の貸し傘

球場がある︒野球場前の自
販機には突然の雨にうれし

ループと授業及びコース教
育の充実を図る︒︹杉本︺

スを備えた堺西高が︑スポ
ーツ︵大学経営学部スポー
ツマネジメント学科︑教育
学部保健体育教育コース等︶
や芸術︵大学芸術学部等︶
を展開する大阪成蹊学園グ

大阪成蹊短期大学が連携協
力に関する協定を締結した︒
体育・芸術表現創造コー

堺西高校と大阪成蹊学園
グループの大阪成蹊大学・

大阪成蹊連携

堺西高校と

16

10

公園はウォーキングにおす い﹁みんなのレンタルアン
すめだ︒駅からそのまま公 ブレラ﹂︵無料︶が７本備え
園につながる遊歩道があり︑ られている︒取材時は全て
車や段差を気にせず行ける そろっていた︒泉北住民の
民度の高さを証明すべく︑
のも魅力︒
鴨谷公園の見どころは︑ きちんと返却して︑このシ
ステムが維持されていくこ
とを願ってやまない︒︹杉本︺

37

76

72

57

17
じょじょう

16
48

71

69

22

11

47

12

光明池駅すぐ近くの鴨谷

20

20

12

29

17

14

11

17

昨年度の和泉市

抒情性あふれる甲斐田川の
流れと並木道だろうか︒公

45

22

18 26

95

生活保護費の不正受給

の指導指示違反︑通帳の出
入金記録︑家賃保証会社か
らの賃貸借契約解除の連絡
が各１件ある︒ ︹藤原︺

高齢者の虐待
件数が半減

約 ％減った︒そのうち
件が虐待と判断された︒前

14

14

20

％増え３千万超

不正受給の総額は約３１
７５万円︒１件当たりの平
均額は 万円になる︒最高
は約５５０万円で最少は５
１７円︒最高は年金にかか
る調査で︑最少は課税調査
で判明した︒不正受給は５
００万円台が１件︑３００
万円台が１件︑２００万円

和泉市
年度の高齢者
虐待件数が︑前年度と比べ
半減した︒
通報・相談件数は 件で
32

11

10

69

40

台が２件︑１００万円台が
４件あり︑千円台は６件︒
不正受給の内訳は︑年金
担保貸付の利用と無届の転
居が各１件︒それ以外は収

19

19

40

和泉市では 年度の生活 入の過少・無申告である︒
保護費の不正受給が︑ 件
発覚の経緯は︑課税調査
で３千万円を超した︒
件数︑
件︑年金にかかる調査が
金額とも前年度より約 ％ ６件︒そのほか介護保険料
増加した︒
の徴収変更︑収入申告など
59

30

15

19

19

46

52

20
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11

16

11

11
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