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猪名川天文台のイベント

＜月を観よう＞ �とき ５月３日

（水）～同７日（日）いずれも午

後６時30分～同９時30分

＜木星観望会＞ �とき ５月2 7日

（土）午後７時～同９時30分

＜いずれも＞�ところ猪名川天文

台　 � 問合せ 農林商工課（ �

7 6 6－8 7 0 9）・同天文台（�7 6 9－

0770）

中学校部活動の指導補助員

中学校の部活動顧問の補助員の

登録を受け付けます。

�資格部活動の意義や教育方針を

理解し、実技指導について堪能な

人　�時給9 9 8円　�登録期間５

月1 0日まで　�申込・問合せ学校

教育課（�766－6006）

社会福祉協議会の嘱託職員

＜事務職員＞�募集人数１人　�

資格 年齢満4 5歳まで、パソコン

（エクセル・ワード）のできる人

�勤務内容 団体などに係る事務

�賃金月額156,600円

＜夜間職員＞�募集人数１人　�

資格年齢満5 0歳まで、ヘルパー２

級以上の取得者　�勤務内容グル

ープホームの夜勤業務（午後５時

1 5分～翌日午前８時3 0分） �賃

金１勤務12,020円（夜勤手当含む）

＜いずれも＞�申込・問合せ市販

の履歴書（顔写真添付）に記入し、

５月1 0日（必着）までに持参また

は郵送で社会福祉協議会（〒

6 6 6－0 2 3 6北田原字南山1 4－２・�

7 6 6－1 2 0 0）

赤ちゃん交流会の参加者

�とき５月1 9日（金）・６月２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お話

�対象町内在住の０才児と保護者

�定員先着2 0組　�申込・問合せ

子育て学習センター（ � 7 6 6－

7800）

水泳ビデオ教室の参加者（スイ

ミング・ビデオクリニック）

�とき５月６日（土）①午前1 0時

～同1 1時　②午前1 1時～正午　③

午後４時～同５時　④午後７時～

同８時　�ところ猪名川町Ｂ＆Ｇ

海洋センター　�内容泳ぎをビデ

オで撮影し、アドバイスを受ける

�対象1 0ｍ以上泳げる人 �定員

各回５人（１人１回限り・先着順）

�参加費無料（使用料は別途必要）

�申込・問合せ５月２日午前1 0時

から来所または電話で同センター

（�767－4100）

第4回町長杯テニストーナメン

トの参加者

�とき６月４日（日）午前９時～

午後５時（予備日同1 1日） �と

ころスポーツセンター　�募集数

男子・女子ダブルス各2 4組（先着

順） �参加資格町内で主にプレ

ーしている人（全日本クラス、コ

ーチなど上級者はご遠慮くださ

い。また過去に優勝したペアは不

可） �参加費１組1 , 0 0 0円とダ

ンロップフォートイエロー２球

（未開封） �申込５月2 7日必着

で往復ハガキにペアの氏名・住

所・電話番号を記入し、川辺郡テ

ニス協会（〒6 6 6－0 2 9 9猪名川郵

便局私書箱第７号） �問合せ湯

川宅（�090－1023－6111）

米作りから酒造りまでの参加者

�田植え予定日 ６月３日（土）

�稲刈り予定日 1 0月1 4日（土）

�酒造見学1 2月２日（土） �ラ

ベル作成＆懇親会1 2月2 3日（祝）

（あなただけのお酒7 2 0 m�をお土

産に！） �ところ槻並地内農地

および川辺酒造など　�参加費大

人5 , 0 0 0円、子ども1 , 0 0 0円（子ど

ものみ参加は不可） �定員5 0人

（多数抽選）�申込・問合せ５月

2 0日までに参加者全員の氏名・年

齢・代表者の住所・電話番号を記

入し、ハガキ・電話・ＦＡＸまた

はＥメールで伊丹酒造組合（〒

6 6 4－0 8 5 1伊丹市中央３－５－８

白雪本社内・�7 7 0－2 2 0 0・ＦＡ

Ｘ775－3639・Ｅメールitamisk@oa

k.ocn.ne.jp）

夜間初級手話講座

�とき６月７日～1 1月2 2日の毎週

水曜日、午後６時3 0分～同８時3 0

分（全2 4回） �ところ日生住民

センター　�対象手話技術の向上

を目指し、修了後、ボランティア

として活動していただける人　�

定員2 0人　�参加費無料（教科書

代は実費） �申込・問合せ５月

2 9日までに町社協ボランティア活

動センター（�7 6 6－2 5 2 5・ＦＡ

Ｘ766－0900）

「薬剤投与認定救急救命士」の

運用を開始

消防本部では、薬剤投与（エピ

ネフリン）を行うことができる救

急救命士（１人）の運用をスター

トします。

このことにより、救急現場にお

いて救急救命士が心肺停止状態の

傷病者に早期に薬剤を投与するこ

とが可能となり、今後の救命効果

の向上につながるものと考えてい

ます。

エピネフリンは停止状態の心臓

の機能を高める効果があり、心肺

蘇生法や気管挿管と併せて行うこ

とにより、より一層の救命率の向

上が見込まれます。

�問合せ消防本部（�766－0119）

5月は「宅地防災月間」
梅雨時期を控え、町では５月１

日から同3 1日の期間中、関係機関

と共同で宅地防災パトロールを実

施します。土地の所有者・管理

者・占有者は、がけ崩れや土砂流

出による災害を防止しましょう。

�問合せ 都市整備課（ �7 6 6－

8704）

地区計画の新規策定と一部変更

町では、地元自治会やまちづく

り協議会と協力して、住環境のさ

らなる向上やまちづくりの一層の

充実を図るためのルールとして、

「地区計画」の策定を進めていま

す。

今回は、猪名川荘苑で新たに地

区計画を定め、つつじが丘４丁目

と５丁目では地区計画の区域拡大

を行いました。また、猪名川パー

クタウンについても関係法令の改

正にともなう地区計画の一部変更

を行いました。

なお、地区計画にかかる「建築

物等に対する制限」に関しては、

都市整備課にお問い合わせくださ

い。

�問合せ同課（�766－8704）

児童福祉週間（5月1日～同11日）

すべての子ども達が健やかに育

つこと、これは社会の宝である子

ども達に対する国民全体の願いで

あり、子ども達が家庭や地域にお

いて、個性豊かに、たくましく育

っていけるような環境・社会をつ

くっていくことが重要です。

町では、平成1 7年３月に「いな

っこきらきらプラン」を策定し、

平成2 1年度までの５年間に、すべ

ての子どもと子育てを大切にする

取り組みを進めています。

�問合せ 健康福祉課（ �7 6 6－

8701）

赤十字活動資金にご協力を

日本赤十字社では、災害救護、

血液事業や国際活動など世界の平

和と福祉のための事業を行ってい

ます。これらの事業に協力してい

ただける社員（年額5 0 0円以上）

を募集しています。各自治会役員

の方が各家庭を訪問されますの

で、ご協力をお願いします。

�問合せ 健康福祉課（ �7 6 6－

8701）

平成1 8年度第1回危険物取扱

者試験

�種類甲種・乙種全類・丙種　�

試験日６月1 8日（日） �受付期

間５月８日～同1 1日　�受付・問

合せ消防本部予防担当（�7 6 6－

0119）

小児慢性特定疾患医療受給者証

の継続交付申請手続き

現在、小児慢性特定疾患医療受

給者証の交付を受けている人で、

８月１日以降も継続交付を希望さ

れる人（継続交付対象者は８月１

日時点で満2 0歳未満であり一定の

医学的基準を満たす人）は、継続

交付申請をしてください。

�申込・問合せ６月3 0日までに川

西健康福祉事務所（�757－4220）

ゴールデンウィークの歯科応急

診療

�とき５月３日（水）～７日（日）

�診療時間 午前1 0時～午後１時

（受付は午後０時3 0分まで） �

ところ川西市ふれあい歯科診療所

（川西市火打１－１－７ふれあい

プラザ）�問合せ 同歯科診療所

（�758－7388）

伊丹市　 �催し企画展「出版記

念　虫のおりがみ２」 �とき７

月1 0日（月）まで　�ところ昆虫

館　�内容「虫のおりがみ２」掲

載作品を中心に、いろいろな虫の

おりがみ作品を展示。自分で折る

コーナーも有り　�料金 大人＝

4 0 0円、中学・高校生＝2 0 0円、３

歳～小学生＝1 0 0円　�問合せ 昆

虫館（�785－3582）

川西市　 �催し「看護の日」記

念行事　�主催川西市・猪名川町

の９病院ほか　�とき ５月1 3日

（土）正午～午後３時　�ところ

アステ川西ぴぃぷぅ広場　�内容

血圧測定・体脂肪測定・健康相

談・介護相談など　�問合せ市立

川西病院（�794－2321）

宝塚市　 �催し公民館寄席「福

笑の会」 �とき５月2 7日（土）

午後２時開演　�ところ東公民館

（阪急山本駅） �料金 1 , 0 0 0円

� 問合 せ 市立中央公民館（ �

0797－73－0606）

広 　 報 　 い 　 な 　 が 　 わ 平成１８年( 2 0 0 6年)５月１日

レスリングは見たことはあるけど、ルールがよ

く分からない、と言われる方も多いですが、審判

が発する言葉もそのうちのひとつではないでしょ

うか。

例えば、攻撃できるのになかなか展開しようと

しない時、レフェリーは「アクション」「アテンシ

ョン」と発声して攻撃を促します。また、立った

状態で相手の胸に頭をつけたまま攻撃の意思が見

られない選手には「ヘッドアップ」と発して離れ

ることを命令します。

寝技の攻防でこうちゃく状態が続いた場合、「ア

ップ」もしくは「スタンド」と発声して試合を中

断し、両者を立たせて試合を再開します。消極的な姿勢が目立つと、

その選手に「コーション」（警告）が課せられ、相手選手にポイン

トが与えられます。６ポイント差がつくと、ピリオドの勝者が決ま

るので、警告のポイントも非常に重要になります。

教えてはばタン⑤

レスリングのルールって？

猪名川町ではレスリング競技を開催
＜競技会期＞平成18年10月１日（日）～4日（水）

問い合わせは、国体推進室（�767－2325）へ。

おお忘忘れれななくく！！
固定資産税・都市計画税

（全期・第１期分）、軽自動

車税（全期分）、自動車税

（普通車）の納期限は5月

31日です

お出かけの際は、家の窓など

に補助錠を、オートバイや自転

車にもワイヤーロックなど、必

ず二重に鍵をしましょう。

また、車

で出かける

際は、確実

な施錠と車

内に貴重品

を置かない

ようにしま

しょう。

窃盗に注意しましょう

－川西警察署・川西防犯協会－


