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静思館文化事業

＜色紙展示＞�とき９月24日（日）

まで、午前1 0時～午後４時　�内

容俳句・短歌創作グループの展示

�出展あすなろ会　�入場料無料

＜ミニお雛様創作講習会＞３月２

日～同４日開催の「静思館のおひ

な祭り」に自分で制作したお雛様

を飾りませんか。

�とき９月2 6日（火）午前1 0時～

正午　�参加費 5 0 0円（雄雛・女

雛一対の材料費） �講師静思館

創作クラブメンバー

＜いずれも＞�ところ静思館　�

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（昼間）・天王星・海王

星･冥王星（夜間）観望会＞と＜

金環日食をプラネタリウムで見よ

う＞�とき９月1 6日（土）午後１

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 6－8 7 0 9）・同天文台（�

769－0770）

第5回阿古谷小学校・地域合同

運動会

�とき９月2 3日（祝）午前９時～

午後３時3 0分（雨天時翌日） �

ところ阿古谷小学校　�問合せ生

涯学習課（�767－2323）

赤ちゃん交流会の参加者

�とき９月1 5日・同2 9日いずれも

金曜日の午前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（申込みはいず

れか１日） �申込・問合せ同セ

ンター（�766－7800）

あそびのひろば「げんき・ゲン

キ」の参加者

�とき９月2 5日（月）午前1 0時～

同1 1時3 0分　�ところ総合福祉セ

ンター　�内容小麦粉粘土で遊ぼ

う　�対象就園前の子どもと保護

者　�定員先着3 0組　�申込・問

合せ 町社協障害者福祉センター

（�766－2525）

社協ゆうあいまつりのフリーマ

ーケットの参加者

�とき1 0月2 2日（日）午前1 0時～

午後３時　�ところゆうあいセン

タードーム　�出店料1 , 0 0 0円／

１ブース（３ｍ×３ｍ） �募集

数1 0組（多数抽選） �応募資格

町内在住の人　�申込・問合せ９

月3 0日までに電話で同センター

（�766－1200）

第3 5回猪名川町民ゴルフ大会

の参加者

�とき1 0月1 9日（木）午前８時3 0

分～　�ところ関西軽井沢ゴルフ

倶楽部　�参加費8 , 0 0 0円（セル

フプレー代・昼食代・懇親会費）

�競技参加費2 , 0 0 0円（賞品・参

加賞含む） �対象オープンコン

ペのため町外居住者も可　�定員

先着3 0組　�申込・問合せ関西軽

井沢ゴルフ倶楽部（�769－0201）

第6回猪名川シニアテニス大会

の参加者

�とき1 0月1 1日（水）午前９時～

午後５時（雨天時翌日） �とこ

ろスポーツセンター　�対象パー

トナーの１人が主に町内のコート

でプレーしている人（男性6 0歳以

上・女性5 5歳以上） �募集数ダ

ブルス先着2 4組　�参加費１チー

ム3 , 0 0 0円　�申込ハガキにペア

の住所・氏名・生年月日・電話番

号・テニス歴・所属クラブ名と雨

天予備日の出欠を記入し、９月2 0

日までに〒6 6 6－0 2 9 9猪名川郵便

局私書箱第７号川辺郡テニス協会

シニアテニス大会係　�問合せ大

津宅（�766－1267）

平成1 9年度県立障害者高等技

術専門学院生

�科目（いずれも１年制）①情報

サービス科　②パソコンＮＣ科

③ビジュアルデザイン科　④パソ

コンＣＡＤ科　�定員各科とも1 0

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 0月1 3日まで

�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）

平成1 9年度県立障害者高等技

術専門学院食品加工科訓練生

�対象療育手帳所持者、阪神間に

住所を有するなど同学院の提示す

る条件をすべて満たしている人

�定員1 5人　�募集期間1 0月2 0日

まで　�訓練内容職業人としての

基礎学力・社会性・道徳性の指導

など　�訓練場所阪神友愛食品㈱

能力開発センター（西宮市） �

授業料無料（教科書などは自己負

担） �問合せ同学院（�0 7 8－

9 2 7－3 2 3 0）・阪神友愛食品㈱能

力開発センター（ �0 7 9 8－4 1－

8301）

両親教室

�とき1 0月1 4日（土）午前1 0時～

午後０時3 0分（午前９時4 5分～受

付） �ところ保健センター　�

内容育児に向けての講話・沐浴実

習・妊婦体験　�対象これからパ

パ・ママになる人　�申込・問合

せ９月2 9日までに同センター（�

766－1000）

水泳・水中エクササイズ教室

＜水泳＞�とき９月1 3日～1 1月１

日（毎週水曜日）午前1 0時3 0分～

正午　�内容初心者・経験者も一

緒に基礎から始める　�講師廣田

淑子さん　�持ち物 水着・水泳

帽・ゴーグル・タオル

＜水中エクササイズ＞�とき９月

1 5日～1 1月1 0日（1 1月３日を除く

毎週金曜日）午前1 1時～正午　�

内容顔は水をつけず、音楽に合わ

せ水中で身体を動かす　�講師立

田佳子さん　�持ち物水着・水泳

帽・タオル

＜いずれも＞�ところゆうあいセ

ンター室内プール　�対象町在住

の6 0歳以上の人　�費用 1 , 0 0 0円

�定員各1 5人（多数抽選） �申

込・問合せ９月７日までに同セン

ター（�766－1200）

「住まいの耐震改修」への税の

優遇措置

平成1 8年税制改正により、既存

住宅の耐震改修工事を行うと、税

の優遇措置を受けられるようにな

りました。

�内容昭和5 7年１月１日以前に建

築された住宅で、現行の耐震基準

を満たす改修工事（3 0万円以上）

を行った場合、申告により固定資

産税額（家屋分のみ）を次の期間

２分の１（最長３年間）減額しま

す（適用は120平方メートルまで）

�期間①平成1 8年１月１日～同2 1

年1 2月3 1日の改修工事＝翌年から

３年度分　②同2 2年１月１日～同

2 4年1 2月3 1日の改修工事＝翌年か

ら２年度分　③同2 5年１月１日～

同2 7年1 2月3 1日の改修工事＝翌年

１年度分　 �問合せ 税務課（�

766－8702）

児童手当の申請はお済みですか

児童手当の支給対象が小学６年

生まで拡大され、所得制限も緩和

されました。本年４月分からの支

給を受けるためには、９月3 0日ま

でに申請が必要です。

�問合せ健康福祉課（�7 6 6－8 7 0 1）

小動物の慰霊祭

�とき９月６日（水）午前1 0時～

�ところ猪名川動物霊園　�主催

町保健衛生推進協議会　�問合せ

生活環境課（�766－8712）

平成1 8年度第2回危険物取扱

者試験

�種類甲種・乙種全類・丙種　�

試験日1 0月2 2日（日） �受付期

間９月４日～同７日　�受付・問

合せ消防本部（�766－0119）

伊丹市　 �催し今村源展・連菌

術　Over the Ground Under the

G r o u n d �とき９月９日（土）～

1 0月2 9日（日） �ところ伊丹市

立美術館　�内容美術館地階スペ

ースや隣接の酒蔵を利用して作品

を紹介　�料金一般＝5 0 0円、高

校・大学生＝ 2 5 0円、小・中学

生＝ 1 0 0円　 �問合せ 同美術館

（�772－7447）

宝塚市　 �催し手塚治虫文化賞

1 0周年展　�とき1 1月2 1日（火）

まで　�ところ市立手塚治虫記念

館　�料金大人＝5 0 0円、中・高

校生＝3 0 0円、小学生＝1 0 0円　�

問合せ手塚治虫記念館（�0 7 9 7－

81－2970）

川西市　 �催し辻久子ヴァイオ

リン・リサイタル　�とき９月2 3

日（祝）午後７時開演　�ところ

みつなかホール　 �内容 グリー

グ／ヴァイオリン・ソナタ第２番

ほか　�料金一般＝3 , 5 0 0円、小・

中・高校生・障害のある人＝

2 , 3 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　 �催しさんだ秋の味覚

と観光山開き　�とき ９月 2 3日

（祝） �ところ永沢寺・市民農

園　�内容松茸ご飯・三田もちの

格安販売、松茸・栗などが当たる

抽選会など　�問合せ三田市商工

観光課（�079－559－5087）

広 　 報 　 い 　 な 　 が 　 わ 平成１８年( 2 0 0 6年)９月１日

得点板に掲示される点数は、レフェリー、ジャ

ッジとチェアマンの３人で決まります。

まず、マットの中にいるレフェリーはポイント

が入ったと判断すると、ポイントを獲得した選手

側の色のリストバンドをつけた腕を上げ、点数を

指で示します。しかも、レフェリーとジャッジの

判断が同じでないと得点板に反映されません。

ジャッジは、マットの脇、得点板向かい側にあ

る机にいます。ジャッジは、選手に得点が入った

と判断したら、ポイントの数字を書いた「しゃも

じ」のような表示板を掲げます。レフェリーとジ

ャッジの判断が同じ時は、そのまま得点板にポイントが加算されま

すが、二人の判断が食い違った場合、ジャッジの向かい側に座って

いるチェアマンが、どちらの裁定を採るか即座に判断して、表示板

を掲げます。チェアマンが表示したポイントが最終的な判断とされ

て得点掲示板に反映されます。

教えてはばタン⑨

レスリングの点数ってどうやって決まるの？

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。

おお 忘忘 れれ なな くく ！！
国民健康保険税 （第3期

分）の納期限は 1 0月2日

です

第3 3 2回町議会定例会
（9月議会）は、9月1 2日開会

問い合わせは、議会事務局

（�766－8710）へ。

竹かごなどに和紙を何度も貼って乾かし、そのうえに柿渋を塗

って仕上げる一貫張りで作品を作っ

てみませんか。

�とき1 0月４・1 1・1 8日（水）午前

1 0時～正午（全３回） �ところふ

るさと館　�講師千代進さん　�定

員先着2 0人　�参加費4 , 0 0 0円（和紙

などの材料費） �持ち物はけ・の

りを取り分ける容器・エプロン

申込み・問い合わせは、ふるさと館（�・FAX768－0389）へ。

ふるさと館伝統講座 ＜一貫張り講習会②＞


