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猪名川天文台のイベント

＜海王星観望会＞�とき８月1 9日

（土）午後７時～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 6－8 7 0 9）・同天

文台（�769－0770）

子育て学習会の参加者

�とき８月2 8日（月）午前1 0時～

正午　�ところ子育て学習センタ

ー　�内容「笑って学ぶ子育ての

コツ」けんか・トラブルは怖くな

いと題して、おもちゃで遊びなが

ら話を聞く　�講師岩城敏之さん

（キッズいわき代表） �対象町

内在住の１才半～就園前の子ども

と保護者・子育てに関心のある人

�定員先着3 0組　�申込・問合せ

子育て学習センター（ � 7 6 6－

7800）

あそびの広場「げんき・ゲンキ」

“夏まつり”の参加者

�とき８月2 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　�内容ひもくじ、ヨー

ヨーつりや制作など　�対象就園

前の幼児と保護者　�参加費幼児

１人につき1 0 0円　�定員先着5 0

組　�申込・問合せ町社協障害者

福祉センター（�766－2525）

第2 2回町長杯バドミントン大

会の参加者

�とき９月３日（日）午前９時～

�ところ 文化体育館　�種目 男

子・女子ダブルス　�対象町内在

住・在勤・在学の人　�参加費一

般ペア＝2 , 5 0 0円、高校生ペア＝

2 , 0 0 0円　�申込・問合せ８月1 0日

までに町バドミントン協会冨田宅

（�766－4585）

阪神北くすの木学級川西教室の

参加者

�とき①９月1 0日（日）午前８時

45分～午後５時　②11月５日（日）

午前 1 0時～午後４時（全２回）

�ところ①ＪＲ川西池田駅前集合

②川西市中央公民館　�内容①社

会見学（キリンビール（株）神戸

工場・中突堤神戸ベイクルーズ・

マリンエア神戸空港） ②ジャズ

ダンス・ハガキ絵教室・反省会・

閉講式　�対象町内在住の1 6歳以

上の聴覚・言語に障害がある人

� 参加費 ①2 , 1 0 0円（昼食代）

②無料（昼食代・交通費などは実

費負担） �定員3 0人　�申込・

問合せ生涯学習課に備え付けの申

込書に必要事項を記入し、８月1 8

日までに同課（�767－2600）

読み聞かせリーダー養成ストー

リーテリングクラブの参加者

�とき ８月2 6日（土）・同2 7日

（日）・９月1 0日（日）・1 0月１

日（日）・同1 5日（日）・同2 9日

（日）・ 1 1月1 1（土）・同 1 2日

（日）（全８回） �ところ県立こ

どもの館　�対象県内の小学４年

生～中学生および高校生　�定員

2 0人（多数抽選） �参加費無料

�申込・問合せ 同館（ �0 7 9－

267－1153）

自衛官募集

一般曹候補学生・曹候補士・航

空学生を募集します。

�期限９月８日　�申込・問合せ

自衛隊伊丹募集事務所（�7 7 0－

7800）

平成1 8年度第2回警察官採用選

考試験

�募集人数 男性＝約 2 0 0人、女

性＝約3 0人　�募集期間８月４日

～同23日　�試験日９月17日（日）

�申込・問合せ 川西警察署（�

755－0110）

ひきこもりの理解と対応講演会

�とき８月2 9日（火）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　�講師大

久保圭策さん（精神科医） �対

象ひきこもりの人および家族など

�参加費無料　�申込・問合せ宝

塚健康福祉事務所（�0 7 9 7－7 2－

0054）

平成18年度精神保健家族教室

�とき９月６日・1 0月４日・1 1月

１日・1 2月６日・１月1 0日・２月

７日（全６回）いずれも水曜日の

午後１時3 0分～同３時3 0分　�と

ころ川西健康福祉事務所　�対象

おおむね発病1 0年以内の統合失調

症を持つ家族　�参加費無料　�

申込・問合せ８月1 6日までに同事

務所（�757－4220）

おったまげ研修会

�とき８月2 0日（日）午後１時～

同５時3 0分　�ところ文化体育館

�内容ＥＭ（有用微生物）の取り

組み事例紹介など　�参加費前売

1 , 0 0 0円（当日 1 , 5 0 0円） �申

込・問合せＮＰＯ法人関西イーエ

ム普及協会（�0771－42－2449）

精霊流しの一括法要にご協力を

河川保全の観点から、お供え物

は河川に流さずクリーンセンター

にて一括法要します。お供え物の

出し方は各自治会で決められた方

法に従ってください。

�とき８月1 5日（火）搬入＝午前

８時～、法要＝同９時～　�とこ

ろクリーンセンター　�主催保健

衛生推進協議会　�問合せ生活環

境課（�766－8712）

平成18年度海外留学金貸付

海外留学生に対する経済的な支

援施策として、審査のうえ留学金

の貸付を行っています。

�応募資格学校法人の認可を受け

た高等学校・高等専門学校・専修

学校・短大・大学の在学生で、海

外の学校に６カ月以上の留学が決

定し、保護者が町内に在住する人

�貸付金額１人１回限り5 0 0 , 0 0 0円

�申込・問合せ８月1 0日～同3 1日

までに日生・六瀬住民センター、

教育総務課に備え付けの申請用紙

に記入し、添付書類を添えて同課

（�766－6000）

8月1日～同3 1日は道路ふれあ

い月間

町では毎年この時期、道路愛護

運動として、地域で道路の清掃や

除草作業が行われています。皆さ

んも運動に参加して地域の環境美

化に努めましょう。

�問合せ 道路河川課（ � 7 6 6－

8705）

猪名川町景観形成協議会

�とき８月８日（火）午前1 0時3 0

分～　�ところ町役場２階会議室

�内容水道庁舎の建設にかかる景

観調和など　�傍聴定員1 0人（定

員を超える場合は、傍聴の申出順

で抽選により決定） �問合せ都

市整備課（�766－8704）

あなたの家は地震に大丈夫です

か

震災の教訓を踏まえ、わが家の

安全性を確認するため一部負担に

より、簡易耐震診断を受けること

ができます。

�対象昭和5 6年５月3 1日以前に着

工した住宅（ただし、平成1 2～1 4

年度に実施した「わが家の耐震診

断推進事業」を受けられた人は対

象外） � 個人負担額 3 , 0 0 0円

（木造戸建住宅の場合） � 申

込・問合せ申込書に必要事項を記

入し都市整備課（�7 6 6－8 7 0 4）

視覚に障害をもつ方はご利用を

音訳ボランティア「リヴィエール」

視力が弱って字を読むことが困

難な高齢者の方などへの対面朗

読、記事や書籍の音訳テープを作

製します。

点訳ボランティア「てんてまり」

点訳を必要とされる方や施設、

また必要とされる機関において、

点訳や点訳シール作製します。

�問合せ町社協ボランティア活動

センター（�766－2525）

個人事業税の納税

個人事業税第１期分の納期限は

８月3 1日です。最寄の銀行・郵便

局などの金融機関で納めてくださ

い。納税には便利な口座振替制度

もご利用ください。

�問合せ 伊丹県税事務所直税課

（個人担当）（�783－1231内線343）

県立こやの里養護学校教育相談

�とき毎月第２・４金曜日の午後

３時3 0分～同４時3 0分　�ところ

県立こやの里養護学校　�内容日

常生活の指導や障害児の指導方法

に関することなど　�申込・問合

せ同校岩本教頭（�777－6300）

伊丹市　 �催しひとつきだけの

田辺聖子文学館　�とき８月５日

（土）～同2 7日（日）（月曜休館）

�ところ柿衞文庫　�内容田辺聖

子さんの直筆原稿やユニークな装

丁の単行本などの資料の展示　�

料金 一般＝ 7 0 0円、高校・大学

生＝ 4 5 0円、小・中学生＝ 3 5 0円

�問合せ柿衞文庫（�782－0244）

宝塚市　 �催し宝塚観光花火大

会　�とき８月４日（金）・同５

日（土）いずれも午後７時4 5分～

同８時3 0分　�ところ武庫川観光

ダム一帯　�問合せ宝塚市観光案

内所（�0797－81－5344）

川西市　 �催し猪名川花火大会

�とき８月1 9日（土）午後７時2 0

分～同８時3 0分（雨天の場合は同

2 0日） �ところ猪名川河川敷

�内容ワイドスターマインなど約

4 , 0 0 0発　�問合せ川西市商工農

林・観光担当（�740－1161）

＜阪神高速1 1号池田線通行止め＞

上記花火大会の開催により８月1 9

日の午後７時から同 1 0時までの

間、1 1号池田線の一部が通行止め

となります。なお、開場周辺は通

行止めのため、マイカーでのご来

場は御遠慮ください。

現在、猪名川町には「県立猪名川高校レスリング

部」と「猪名川レスリングクラブ」の２つのクラブ

があるのを皆さんはご存知ですか。

どちらも本町で国体が開催されることをきっかけ

に、住民の皆さんに関心を抱いてもらい、レスリン

グが本町で普及することを願って設立されました。

幼年・小・中学生で構成される「猪名川レスリン

グクラブ」は、当初のクラブ員は少人数でしたが、

現在は町外からも多数の子ども達が入会し、4 0人前

後のクラブ員が明日の国体選手・五輪選手を夢見て

汗を流しています。一方、「猪名川高校レスリング

部」では、全国大会に出場する選手も多数育っており、のじぎく兵

庫国体には３人の選手が出場することが予定されています。

地元開催の国体に出場する猪名川高校レスリング部員を皆さんも

応援しに行きませんか。「レスリングのまち猪名川」、そう呼ばれる

日も意外と近いかもしれませんね。

教えてはばタン⑧

猪名川町にレスリングクラブはあるの？

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。

�とき８月2 6日（土）午後１時

3 0分～同３時3 0分（小雨決行）

�ところ六瀬住民センター前河

川　�内容親子で猪名川の水辺

の生き物をみて、触って、親し

む　�対象小学校４年生～６年

生（保護者同伴） �定員先着

5 0人　 �持ち物 タオル・着替

え・靴の替え・水筒・ぬれても

よい服装・運動靴・帽子　�申

込・問合せ 学校名・学年・住

所・氏名・電話番号を記入し、

８月1 5日までに電話またはＦＡ

Ｘで生活環境課（�7 6 6－8 7 1 2・

ＦＡＸ766－7725）

水生生物学習会の参加者を募集

町県民税・国民健康保険税

（第2期分）の納期限は8月

31日です

町税の納付は便利な口座振

替のご利用を！

町には、美しい猪名川がながれ、そこには、数多くの生物が生

息しています。夏休みの間に、親子で猪名川の水辺の生き物をみ

て、触って、学んでみませんか。

水生生物の博士になってみよう！


