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静思館文化事業

＜サックスの調べ＞�とき６月1 8

日（日）午後２時～　�ところ静

思館　�出演エクレール・サクソ

フォン・カルテット　 �参加費

1 , 0 0 0円　�申込・問合せ文化協

会事務局（�766－0013）

猪名川天文台のイベント

＜木星観望会＞ �とき ６月３日

（土）午後７時～同９時30分

＜冥王星観望会＞�とき６月1 7日

（土）午後７時～同９時30分

＜火星・水星・土星・木星・冥王

星観望会＞�とき６月2 4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）

国際交流協会講演会

フランスってどんな国？フランス

人ってどんな人？

�とき６月2 4日（土）午後１時～

同２時（終了後に総会を開催）

�ところ文化体育館　�内容フラ

ンスの国と人についてのお話　�

講師マルシャル・アンリさん（県

国際交流課国際交流員） �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）

阪神北地域生涯スポーツ大会

�とき６月2 5日（日）午前９時～

午後３時　�ところ川西市市民体

育館、川西市市民グラウンド、川

西市立緑台小学校、県立川西緑台

高等学校　�種目グラウンドゴル

フ、ペタンク、ファミリーバドミ

ントン、カローリング、いたっボ

ール　�申込・問合せ６月９日ま

でに生涯学習課（�7 6 7－2 3 2 3、

ＦＡＸ767－2880）

環境フェア

�とき ６月１日（木）～同５日

（月）午前1 0時～午後７時　�と

ころジャスコ猪名川店　�内容キ

ッズエコクイズ（先着2 0 0人粗品

プレゼント）、パネル展示、エコ

商品の展示販売など　�主催町環

境住民会議、ジャスコ猪名川店

�問合せ 生活環境課（ �7 6 6－

8712）

赤ちゃん交流会の参加者

�とき６月2 3日（金）・７月1 4日

（金）いずれも午前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　�定員各先着2 0組　�

申込・問合せ子育て学習センター

（�766－7800）

町営南・北プールの監視スタッフ

�募集人数1 5人（面接有り） �

資格1 8歳～3 5歳位まで（高校生不

可） �期間７月１日～８月3 1日

午前９時～午後６時（一日勤務お

よび半日勤務のシフト制） �内

容町営南・北プールの監視および

付帯する業務（町主催の救命救急

講習会などへの参加が必須） �

賃金日額7 , 0 0 0円（交通費含む）

�申込・問合せ事前に電話連絡の

上、市販履歴書（写真貼付）に必

要事項と勤務できる日を記入し、

６月1 0日までに町Ｂ＆Ｇ海洋セン

ター（〒6 6 6－0 2 5 2伏見台１－１－

27・�767－4100）

小学校プールの監視員

�募集人数若干名　�資格高校生

以上（学校の許可書が必要） �

勤務場所 猪名川・阿古谷・松尾

台・つつじが丘小学校　�期間各

校のプール開放期間の1 4日間（講

習会有り）午前９時～午後４時

�賃金日額4 , 4 0 0円　�申込市販

の履歴書に必要事項と生涯学習課

で配布の出勤予定表（町ホームペ

ージでもダウンロード可）に勤務

できる日を記入し、６月９日まで

に各小学校へ持参　�問合せ生涯

学習課（�767－2323）

第1 4回町長杯卓球大会の参加者

�とき６月1 8日（日）午前９時～

�ところ文化体育館　�対象町内

在住・在勤または町卓球協会員

�種別一般の部＝男子・女子シン

グルス、混合ダブルス、中学生の

部＝男子シングルス、男子ダブル

ス　�参加費一般の部＝シングル

ス5 0 0円、ダブルス１人3 0 0円、中

学生の部＝１人2 0 0円　�申込・

問合せ６月８日までに、ハガキに

住所・氏名・年齢・性別・電話番

号・種別を記入し、岡田茂宅（〒

6 6 6－0 1 5 1川西市美山台３－１－

７、�・ＦＡＸ794－5680）

ターゲットバードゴルフ大会の

参加者

�とき６月1 7日（土）午前1 0時～

�ところ上野グラウンド　�対象

町内在住・在勤の中学生以上の人

�参加費 5 0 0円（保険料含む）

�申込・問合せ６月９日までに、

ハガキまたはＦＡＸで住所・氏

名・年齢・性別・電話番号を記入

し生涯学習課（〒6 6 6－0 2 4 3柏梨

田字前ヶ谷158－１、�767－2323、

ＦＡＸ767－2880）

住宅用防災機器の設置が義務付

けられます

近年の火災による被害をみると

住宅火災が半数以上を占めていま

す。このため、平成1 6年６月に消

防法が改正され、「住宅用防災機

器」の設置が義務付けられました。

＜義務付けとなる日＞

�新築住宅平成1 8年６月１日から

�既存住宅 同2 3年６月１日から

�問合せ 消防本部予防担当（�

766－0119）

6月4日から1 0日は危険物安全

週間

災害が起きないよう、危険物を

安全に貯蔵し取り扱うため、次の

ことを守りましょう。

�不必要な火気は使用しない　�

静電気を溜めない　�換気を行う

�取扱いは丁寧に行う　�整理整

頓を心がける

�問合せ消防本部（�766－0119）

6月は豊かなむらを災害から守

る月間

県と町では、梅雨期・台風期に

備えて、ため池や地すべり防止区

域、山地災害危険地域などの点検

指導を実施します。

また、ため池管理者は、危険な

個所に防護柵や「水遊び禁止」な

どの看板を必ず設置し、水難事故

防止に努めましょう。

�問合せ 農林商工課（ �7 6 6－

8709）

児童手当・特例給付の現況届の

提出を

６月は児童手当と特例給付受給

者の現況届の提出月です。健康福

祉課からの郵送書類に必要事項を

記入し、関係書類（健康保険証の

写しなど）を添えて、６月3 0日ま

でに同課または日生・六瀬住民セ

ンターへ提出してください。なお、

平成1 8年１月２日以降に転入され

た方は、前住所地で平成1 8年度所

得証明書の交付を受け、現況届に

添えて提出してください。

�問合せ同課（�766－8701）

戦没者追悼式を開催

悲惨な戦争の記憶を風化させ

ず、戦没者への追悼と未来永劫の

平和を祈念するため、平成1 8年度

戦没者追悼式を開催します。遺族

をはじめ、平和を希求する住民の

皆さんもご出席ください。

�とき６月８日（木）午後１時3 0

分～　�ところ文化体育館　�問

合せ木津総合会館（�768－0217）

平成 1 8年度優良運転者（金

賞・銀賞・銅賞）の申請受付

�受付期間 ６月2 3日（金）まで

（土・日曜を除く） �持ち物免

許証・印鑑・安全協会会員証　�

料金7 0 0円　�申込・問合せ川西

交通安全協会（�759－8947）

平成18年度狩猟免許試験

�試験実施日 知識および適性試

験＝７月５日（水）神戸会場ほか

２会場、技能試験＝同2 5日（火）

姫路会場、８月１日（火）神戸会

場　�受付期間６月1 2日～同2 3日

�受付・問合せ県森林動物共生室

（�078－362－3463）

川西警察署からのお願い

＜外国人の不法滞在・不法就労防

止にご協力とご理解を＞

働くことが認められていない在

留資格の外国人や、不法在留とな

っている外国人を雇用することは

できません。雇用する際は、パス

ポートで在留資格と在留期間を確

認するようにしてください。

� 問合せ 川西警察署（ �7 5 5－

0110）

伊丹市　 �催し博物館テーマ展

「旧村シリーズ第２弾　大鹿～領

主　街道　酒造り」 �とき６月

1 8日（日）まで　�ところ伊丹市

立博物館　�内容大鹿村の移り変

わりを近世・近代の古文書で紹介

�料金 無料　�問合せ同博物館

（�783－0582）

宝塚市　 �催し宝塚ベガ音楽コ

ンクール　�とき６月2 5日（日）

午前1 0時開演　�ところベガ・ホ

ール（阪急清荒神駅） �料金前

売り1 , 0 0 0円、当日1 . 3 0 0円　�問

合 せ 宝塚市文化振興財団（ �

0797－85－8844）

川西市　 �催しレニングラード

国立舞台サーカス　�とき８月８

日（火）午後１時～・同４時～２

回公演　�ところ川西市文化会館

�内容スリルと迫力の空中ブラン

コ、愉快で陽気なピエロ、熊の曲

芸など　�料金３歳以上2 , 5 0 0円

（全席指定） �問合せ（財）川

西市文化財団（�740－1117）

猪名川町では「のじぎく兵庫国体レスリング競

技」が開催されますが、1 0月８日（日）にペタン

クが開催されることもご存知ですか？

日頃スポーツクラブでも親しまれているニュー

スポーツなどを「デモンストレーションとしての

スポーツ行事」として国体開催中に行うものです。

「え？ペタンク」と思われた方はいませんか？

フランス発祥のスポーツで、フランス４大スポー

ツ（①サッカー ②サイクリング ③テニス ④ペタ

ンク）の１つと言われています。

ビュットと呼ばれる直径約３c mの木製の標的球

に金属製のボールを投げ合い、より標的へ近づけ

ることによって得点を競います。

たった１球で形勢を逆転したり、大量得点を取ったりすることに

おもしろさがあり、そのため集中力と巧妙な戦略や高度な技術を必

要とします。思惑通りの投球ができた時には、この上ない爽快感が

あり、生涯スポーツとして広がっていく可能性のある競技です。

教えてはばタン⑥

ぺタンクってな～に？

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。

教育委員会からのお知らせ

＜平成18年度奨学生＞

�内容経済的理由で就学が困難

な高等学校・高等専門学校・専

修学校・短大・大学の在学生で、

保護者が町内に在住する人に審

査のうえ奨学金を貸与　�申込

方法 日生・六瀬住民センター、

教育総務課に備え付けの申請用

紙に添付書類を添えて申請

＜平成18年度就学援助＞

�内容町内に在住し、経済的に

困窮する小・中学校の児童・生

徒に対し、審査のうえ給食費な

どを補助　�申込方法通学する

各学校を通じて申請

＜私立幼稚園就園奨励費補助金＞

�内容町内に在住し、私立幼稚

園へ就園する園児（３～５歳児）

をもつ保護者の経済的負担を軽

減するため私立幼稚園就園奨励

費を補助　�申込方法在園して

いる各幼稚園を通じて申請

＜いずれも＞

�申込・問合せ６月3 0日までに

教育総務課（�766－6000）

おお忘忘れれななくく！！
町県民税（全期・第１期分）

の納期限は6月30日です

町税の納付は便利な口座振替

のご利用を！


