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コロナかな？と思ったら
新型コロナウイルスは、まだまだ油断は出来ません。これから冬季にかけてはインフルエンザの
流行も予想され、初期症状がよく似ていることから判断に戸惑うことがあるかもわかりません。
・息苦しさ（呼吸困難）、強いだるさ（倦怠感）、高熱、味覚障害等はありませんか。
・高齢者や基礎疾患（※）のある方で発熱や咳などが続く方はいませんか。
※ 糖尿病、心不全、呼吸器疾患等のある方、免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている方
もしコロナかな？と思ったら、次の手順に従って行動してください。
1）下記大阪府の相談窓口または、かかりつけ医に電話して、受診すべかどうか相談をする。
専用電話 ０６-６９４４-８１９７ 午前 9 時から午後 6 時まで（土曜・日曜・祝日も対応）
2）自己判断で勝手に医療機関を受診しない。保健所や医師からの指示があるまで、絶対に家
から出ないようにする。
3）医療機関までの移動手段として、バス、電車などの公共交通機関やタクシーを使わず、
人混みを避けながら徒歩、自転車、自家用車で行くか、保健所や病院が差し向ける車で向
かう。

羽曳野市のコロナ
羽曳野市のコロナ情報
コロナ情報
１０月１５日時点での羽曳野市内での新型コロナウイルス感染状況は次の通りです。

累計

重症

軽症

無症状

退院・解除

９２名

１名

３名

０名

８８名
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コロナ禍のいま、実施中の支援策
今年初めから続いている新型コロナウイルスの蔓延は様々な形で、私たちの生活に影響を与えていま
す。羽曳が丘町会連合会でも、コロナ禍の過ごし方について、何度か特集を組んできました。
今回は政府や自治体が行っている支援策の主なものをご紹介します。ＳＴＡＹＨＯＭＥが続き、気分的にも
すっきりしないこの頃ですが、GOTO〇〇などで一度気分転換でもいかがですか。
支援策

内容

インフルエンザワクチン接種
無償化

対象：６５歳以上の高齢者

問合せ先
最寄りの医療機関

少人数利用・飲食店応援キャン オ ン ラ イ ン 予 約 サ イ ト に よ り ４ 名 以 下 、 税 抜 き 府広域調整事業推
ペーン
5,000 円以上の予約により、感染防止宣言ステッ 進課 06-6944-6118
期間：Ｒ２/１２月末まで。

カー及び大阪コロナ追跡システム導入店を１５時
以降に利用する。一組につき 2,000 円分のポイン
ト付与。

GOTO EAT キャンペーン
食事券販売：Ｒ３/１月末まで、
有効期限３月末まで。何回でも
可。
オンライン飲食予約：ポイント付
与１月末迄、利用は３月末迄。

専用ＷＥＢサイトにて、登録飲食店で使えるプレミ GOTOEAT 大阪コ
アム付食事券（購入額の 25％分上乗せ）を販売。 ールセンター
また、オンライン予約で期間中に飲食店を利用し 0570-666-609
た場合、次回使用できるポイントを付与。（昼食時
500 円分、夕食時 1,000 円分。上限は１０人分
10,000 円）

ＧＯＴＯ トラベル
有効期限：Ｒ３/1 月末。
10/15 現在予約サイトの中には
割引率に差があるものがありま
す。ご注意を。

国内旅行を対象に宿泊・日帰り旅行代金の 35％ Ｇ Ｏ Ｔ Ｏ ト ラ ベ ル コ
を割引。宿泊・日帰り旅行代金の 15％相当分の ールセンター
旅行先で使える地域共通クーポンを付与。上限 0570-002-442
は 20,000 円、日帰り上限は 10,000 円。

ＧＯＴＯ イベント
文化芸術やスポーツなど、対象となるイベントの （準備中）
１０月中旬から参加業者募集開 チケットを購入する際、割引（チケット価格の２割
始。利用開始時期未定。
引、上限 2,000 円）。
☆紙面の関係で概略のみのご紹介です。詳しくはそれぞれの事務局などへ問い合わせて下さい。

《緊急》
緊急》

不審な電話
不審な電話や
電話や不審者にご注意
不審者にご注意を！
ご注意を！

★ 電気料金のアンケート調査などと称して、自動音声電話にて各戸の
家族構成、年齢、在宅日、在宅時間などを巧みに聞き出そうとするものがあります。
犯罪などへの利用も考えられますので、十分ご注意ください。
★ 10 月 9 日（金）雨の日の夕刻、第三集会所付近で児童に声がけする二人組の不審な車が
ありました。羽曳が丘育成協で行っている「見守り活動」に一層のご協力をお願いします。
お気づきのことがあれば

羽曳野警察署（９５２－１２３４）へご連絡下さい。
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羽曳が丘地区内イベント開催状況
羽曳が丘地区では各団体がコロナウイルスとの上手な付き合い方を模索しながら、イベントの再
開時期や方法などを検討・実施しております。１０月１５日現在、羽曳が丘地区内で開催している
おもなイベントの対応状態です。
施設名
場所
状況
ＭＯＭＯプラザ
羽曳が丘西２丁目
図書館は入館時検温、利用者が多い場合は入
場制限あり。
生きがいサロン６号館
羽曳が丘３丁目
飲食を伴わないものに限り利用可。
第一・第二・第三集会所
丘１、西３、丘９
コロナに関する利用条件を遵守し利用可。
イベント名
主催者
子育てサロン
校区福祉委員会
おしゃべりサロン
校区福祉委員会
ゆうゆうクラブ
ゆうゆうクラブを支える会

交流サロン
羽曳が丘Ｅ＆Ｌ
名曲クラブ
羽曳が丘Ｅ＆Ｌ
月曜カフェ
羽曳が丘Ｅ＆Ｌ
いきいき百歳体操
花水木会第１部会
いきいき百歳体操
羽曳が丘Ｅ＆Ｌ
カローリング
ニュースポーツクラブ

開催日時
開催場所
毎月第１水曜１０時～１２時
ＭＯＭＯプラザ
毎月第１・第３土曜１０時～１２時
生きがいサロン６号館
毎週火曜日１０時～１４時
生きがいサロン６号館
毎月第２土曜日１０時～１２時
第二集会所
隔月第４土曜日１０時～１２時
第二集会所
毎週月曜日１０時～１２時半
第一集会所
毎週木曜日１４時から
第一集会所
毎週木曜日９時４５分、１０時半
第二集会所
毎月第３日曜日１０時～
羽曳が丘小学校体育館

状況
１２月まで休止。
１２月まで休止。
当面２班に分かれて午前中のみ開
催。
当面休止。
12/５に２回に分けて開催予定。
掲示ポスターなどで案内。
１０月５日から開始。
７月から開催中。
６月から再開。
当面２班に分かれて開催中。
９月から再開。

第一集会所でカフェ開催
第一集会所でカフェ開催
コロナの影響で多くのイベントが休止を余儀なくされる中、第一集会所では１０月５日から羽
曳が丘の住民の皆さんの交流の場を提供するカフェが開催されました。毎週１回月曜日に開催
されるカフェは、昨年の９月から生きがいサロン６
号館で開始され、今年３月まで好評の下に開催され
て来ましたが、新型コロナで６号館が閉鎖されたた
め、休止していたものです。主催者の羽曳が丘Ｅ＆
Ｌでは、コロナ予防のために、席の間隔を空けたり、
換気に配慮するほか、入場の際には参加者の名簿を
作成したり、手の消毒、体温測定などを実施してい
ました。カフェの開催日時は毎週月曜日１０時から
１２時半までとなっています。
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接触確認アプリＣＯＣＯＡ

スマホをお持ちの方は是非、接触確認アプリＣＯＣＯＡをインストール
しましょう。このアプリは厚労省が提供するもので 10 月 1５日現在で
１845 万件ダウンロードされており、利用者が多いほど正確な情報も得ら
れることから、今後一層の普及が望まれています。
このアプリは、最近２週間以内に出合った人の中からコロナ感染者が出
た場合、自動的に教えてくれます。その場合、自分も感染の疑いが発生し
ますが、スマホが検査の受診場所など対処方法も教えてくれます。ただ、個人情報は守られ、感
染者が誰なのか、どこで接触したのかなど、相手を特定できる情報は通知されません。また自分
が感染した場合は、このアプリから自分で登録します。氏名や電話番号、メールアドレス等の個
人情報は相手に通知されません。
インストールはアンドロイド系は Google Play から、アイフォーン系は Apple Store から
「COCOA」で検索し、あとはその指示に従います。このアプリを使うことにより、個人情報が
漏れることはありません。
このようなアプリは利用者が多くなればなるほど、威力を発揮します。スマホの普及率が全国
民の 80％を越えると言われるいま、一層の普及が望まれます。
もう一つの問題点は、感染者の登録は個人の自主性に依存していること。個人情報が保護される
のであれば、ここは是非自動的に登録されるように改良してもらいたいものです。

＜お得な情報紹介＞

マイナポイントとは

コロナ禍の中、キャッシュレス決済の普及が奨励されています。
マイナポイントとは、総務省がマイナンバーカードとキャッシュレス決
済の普及を推進するために実施するものです。マイナンバーカードを使っ
て予約・申込を行い、選んだキャッシュレス決済サービスでチャージや買
物をすると、そのサービスで、利用金額の 25％分のポイントがもらえる
しくみです。（一人あたり 5,000 円分が上限です）
1）マイナンバーカードを取得する。（市役所へ個人番号通知書を持参）
2）スマホまたはＰＣに「マイナポイント」アプリをインストールする。
3）アプリを起動してマイナポイントの予約と申し込みを行う。（ＰＣの場合はＩＣカード
リーダーが必要）この際、キャッシュレスサービスは一つしか登録できません。
4）登録したキャッシュレスサービスを使って買物をすると、25％分のポイントがもらえる。
※マイナポイントの予約と申し込みはコンビニのマルチコピー機、一部のＡＴＭ、市役所など

に設置のマイナポイント手続きスポットから行うことも出来ます。
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