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あかりのモザイク2006

�とき 1 2月1 7日（日）～同2 4日

（日） �ところ総合公園　�内

容住民の手によるイルミネーショ

ン　�参加費無料　�その他飾り

付けボランティア募集中　�主催

遊アートいながわ　�問合せ中央

公民館（�766－8432）

猪名川天文台のイベント

＜ふたご座流星群観望会＞�とき

1 2月1 4日（木）午後６時3 0分～同

９時3 0分　�ところ猪名川天文台

�問合せ 農林商工課（ �7 6 6－

8709）・同天文台（�769－0770）

一貫張り講習会作品展

�とき1 2月1 5日（金）までの午前

９時～午後５時　�ところふるさ

と館　�内容５月と1 0月に開催し

た「一貫張り講習会」の作品展示

�問合せ同館（�768－0389）

バララット市高校生ウェルカム

パーティー

�とき1 2月５日（火）午後６時～

同８時　�ところ文化体育館　�

内容オーストラリアバララット市

日本語スピーチコンテストの優勝

者（高校生２人）と軽食・ゲーム

で交流　�参加費無料（申込不要）

�問合せ国際交流協会事務局（企

画政策課内�766－8711）

初釜

�とき１月2 1日（日）午前1 0時～

午後３時　�ところ生涯学習セン

ター �内容抹茶席・煎茶席・点

心席　 �お茶券 2 , 0 0 0円／３席

※文化体育館・生涯学習センタ

ー・生涯学習課で販売　�問合せ

仁木宅（�766－2851）

阪神北エイズフォーラム

�とき1 2月1 4日（木）午後１時1 5

分～同４時3 0分　�ところ伊丹ア

イフォニックホール　�テーマ若

者とエイズ～学んで、考えて、行

動しよう～　�内容ＨＩＶ陽性者

である長谷川博史さんの講演とパ

ネルディスカッションなど　�参

加費無料　�問合せ伊丹健康福祉

事務所健康増進課（�783－1231）

ぶんちゃか座クリスマスシアタ

ーの参加者

�とき1 2月1 2日（火）午前1 0時～

同1 1時3 0分　�ところ子育て学習

センター　�内容パネルシアター

やふれあい遊び　�対象町内在住

の１才６カ月～就園前の子どもと

保護者　�定員先着3 5組　�参加

費3 1 0円　�申込・問合せ子育て

学習センター（�7 6 6－7 8 0 0）

赤ちゃん交流会の参加者

�とき1 2月1 5日（金）午前1 0時～

同1 1時3 0分　�ところ子育て学習

センター　�内容ふれあい遊びや

子育ての話　�対象町内在住の０

才児と保護者　�定員 先着1 5組

�申込・問合せ子育て学習センタ

ー（�766－7800）

1 2月のあそびのひろば「げん

き・ゲンキ」の参加者

�とき1 2月1 8日（月）午前1 0時～

同1 1時3 0分　�ところ障害者福祉

センター　�内容 クリスマス会

（製作やパネルシアターなど）

�対象 就園前の子どもと保護者

�定員先着4 0組　�参加費1 0 0円

�申込・問合せ 社会福祉協議会

（�766－2525）

平成1 8年度第3回警察官採用選

考試験

�募集人数男性＝約8 5人　�募集

期限1 2月1 9日　�試験日１月2 0日

（土） �申込・問合せ川西警察

署（�755－0110）

平成1 9年度第2回県立障害者

高等技術専門学院生

�科目（いずれも１年制）・定員

①情報サービス科（４人）②パソ

コンＮＣ科（６人）③ビジュアル

デザイン科（６人）④パソコンＣ

ＡＤ科（６人） ※募集要件あり

�対象身体に障害のある人で、障

害の状態が固定し、職業訓練を受

けることにより、再発や悪化の恐

れがない人など　�募集期間１月

５日～２月７日　�授業料 無料

（教科書代および検定受験料など

は自己負担） �問合せ 同学院

（�078－927－3230）

スナッグゴルフ教室

�とき1 2月1 5日（金）午後７時～

同９時　�ところ文化体育館　�

対象町内在住・在勤で高校生以上

の男女　�定員2 0人　�参加費無

料　�持ち物運動のできる服装・

体育館シューズ　�申込1 2月７日

までに生涯学習課、スポーツセン

ター、町Ｂ＆Ｇ海洋センター、文

化体育館、中央公民館、日生・六

瀬住民センターに備付けの申込用

紙に記入し、各窓口へ提出または

生涯学習課へＦＡＸし電話確認

�問合せ 生涯学習課（ �7 6 7－

2323・ＦＡＸ767－2880）

子どもパソコン教室

�とき1 2月1 7日（日）午前1 0時～

正午・午後１時～同３時　�とこ

ろ木津総合会館　�内容イノシシ

の年賀状をつくろう　�対象小学

生　�定員午前・午後の部とも各

先着６人　 �参加費 3 0 0円程度

（教材費） �申込・問合せ1 2月

４日～同７日に電話で同館（ �

768－0217）

音訳ボランティア養成講座

�とき１月1 9日～３月９日（毎週

金曜日・全８回）午前1 0時～正午

�ところ社会福祉会館　�内容広

報紙などを視覚障害者に伝えるテ

ープの録音など　�講師音訳ボラ

ンティア「リヴィエール」 �対

象修了後、音訳ボランティアとし

て活動できる人　�定員先着2 0人

�参加費無料　�申込・問合せ1 2

月2 8日までに社協ボランティアセ

ンター（ �7 6 6－2 5 2 5・ＦＡＸ

766－0900）

ちびっこウインターボランティ

ア講座

�とき1 2月2 6日（火）午前1 0時～

午後３時　�ところ障害者福祉セ

ンター　�内容餅つきとフェルト

で作る正月飾り　�対象小学３年

生～６年生　�定員先着1 5人　�

参加費 2 0 0円　�申込・問合せ1 2

月2 0日までに社協ボランティアセ

ンター（�766－2525）

ひきこもりの人の家族教室

�とき・内容 ①１月 1 2日（金）

「対応方法」 ②同1 9日（金）「日

頃困っていることなど」 ③２月

1 6日（金）「家族同士の話し合い

と交流会」 ④同2 7日（火）「同

じ家族の立場から」、いずれも午

後２時～同４時　�ところ宝塚市

立男女共同参画センター・エル

�対象ほとんどの時間を自宅で過

ごし、社会参加が難しくなってい

る人のご家族　�申込・問合せ川

西健康福祉事務所（�7 5 7－4 2 2 0）

税制改正と確定申告説明会

�とき1 2月2 0日（水）午前1 0時～

正午・午後２時～同４時　�とこ

ろ中央公民館（生涯学習センター

内） �内容所得税・住民税の税

率改正、定率減税の廃止など　�

定員午前・午後の部とも各先着5 0

人（申込不要） �問合せ税務課

（�766－8702）

献血にご協力を

�とき1 2月８日（金）午前1 0時～

正午・午後１時1 5分～同３時3 0分

�ところ 町役場玄関前　�対象

2 0 0 m l・4 0 0 m l献血ともに1 6歳～6 9

歳の健康な人（6 5歳以上の人の献

血は、6 0～6 4歳の間に献血経験が

ある人） �問合せ保健センター

（�766－1000）

ふるさと館駐車場の一部および

芝生広場の使用中止
ふるさと館付近の猪名川におい

て、親水護岸整備工事をするため、

工事車両用の進入路および作業ス

ペースとして、次のとおり使用が

できませんのでご注意ください。

�使用中止場所ふるさと館駐車場

の一部および芝生広場の全面　�

使用中止期限１月2 8日（日）まで

�問合せ同館（�768－0389）

工業統計調査にご協力を

～製造事業所の皆様へ～

平成1 8年工業統計調査を1 2月3 1

日現在で行います。本年1 2月から

来年１月にかけて調査員が調査票

の配付および回収にお伺いしま

す。なお、調査票に記入していた

だいた内容は、統計法に基づき秘

密が厳守されますので、正確な記

入をお願いします。

�問合せ農林商工課（�7 6 6－8 7 0 9）

フグ中毒を防止しましょう

フグ中毒防止期間11月～2月末

①釣ったフグの素人調理はやめま

しょう ②食通ぶって内臓（肝臓･

卵巣）を食べないようにしましょ

う ③フグを食べたり買ったりす

るのは、安心できる飲食店・魚介

類販売業「フグ処理届出施設」を

利用しましょう

�問合せ川西健康福祉事務所（�

757－4220）

最低賃金
兵庫県内の産業別最低賃金は、

平成18年12月１日（例外業種あり）

より改正されます。なお、その他

の業種の最低賃金は、平成1 8年９

月3 0日より時間額6 8 3円となって

います。

�問合せ兵庫労働局労働基準部賃

金課（�078－367－9154）

伊丹市　 �催し企画展「どんぐ

り」 �とき1 2月1 8日まで（火曜

日休館） �ところ伊丹市昆虫館

�内容世界最大級のボルネオ産巨

大ドングリをはじめ、身近なドン

グリなど約2 5種を展示　�料金大

人4 0 0円、中高生2 0 0円、３歳～小

学生1 0 0円　 � 問合せ 同館（ �

785－3582）

宝塚市　 �催しクリスマスコン

サート　�とき1 2月９日（土）午

後２時開演　�ところベガ・ホー

ル（阪急清荒神駅） �内容女声

合唱とパイプオルガンの演奏　�

料金無料　�問合せ同ホール（�

0797－84－6192）

川西市　 �催しみつなか　ベス

ト　クラシックス　コンチェル

ト・コペンハーゲン　�とき１月

2 1日（日）午後３時開演　�とこ

ろみつなかホール　�内容Ｊ.Ｓ.

バッハ　チェンバロ協奏曲第１番

ニ短調ほか　�料金一般＝4 , 0 0 0

円、小中高生・障害のある人＝

2 , 6 0 0円（全席指定、当日各5 0 0円

増） �問合せ 川西市文化財団

（�740－1117）

三田市　 �催し三田国際マスタ

ーズマラソン　�とき 1 2月1 7日

（日）午前1 1時～午後２時　�内

容約3 , 7 0 0人のランナーが師走の

三田を駆け抜ける　�問合せ同事

務局（�079－562－7666）

第 3 3 3回町議会定例会

（12月議会）は12月8日開会
問い合わせは、議会事務局

（�7 6 6－8 7 1 0）へ。

おお忘忘れれななくく！！
固定資産税・都市計画税（第

3期分）、国民健康保険税（第

6期分）の納期限は1 2月2 5

日です

■町消防本部では、煙体験ハウス、

スモークマシンおよびコードリー

ルを購入し

ました。こ

の資機材は

地域の防災

意識の高揚

に役立てて

いきます。

■槻並自治会では、太鼓および法

被（ぱっぴ）を購入しました。1 0

月1 5日に秋祭

りを行い、太

鼓などを披露

しました。今

後も、伝統文

化の継承に役

立てます。

年末ジャンボ宝くじ－１等・前後賞合わせて３億円－

�発売期限1 2月2 0日（水） �抽選日1 2月3 1日（日）※宝くじの収

益金は、市町村の明るく住みよい街づくりに使われます。収益金は

県内での発売実績に応じて交付されますので、ぜひ県内でお買い求

めください。

▲煙体験ハウス ▲太鼓と法被

また、本町では、全国自治宝くじ受託事業収入を財源として、普

及広報事業助成を受け、自主防災組織の育成と一般コミュニティ活

動の促進を図りました。

自殺予防いのちの電話
電話なら話せるかもしれない。

2 4時間無料であなたの「苦しみ」

「悲しみ」「つらさ」を受け止め

ます。

�実施期間1 2月１日（金）～同

７日（木） �電話番号フリー

ダイヤル�0120－738－556


