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静思館文化事業

＜いけ花展＞�とき５月19日（土）

～同2 0日（日）午前1 0時～午後４

時　�ところ静思館　�内容 け

いこ風景の公開、作品展示　�出

演いけ花グループ＜華＞　�入場

料無料　�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

＜土星を観よう＞�とき５月３日

（木）～同６日（日）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 同天文台（�

769－0770）

いきいき子どもクラブ天体観測

会

�とき５月1 9日（土）午後７時～

同９時（受付＝同６時 4 5分～）

� ところ生涯学習センター　�

参加費2 0 0円（保険代含む） �

定員 先着 1 0 0人（事前申込不要）

※天候不良時は学習会開催　�問

合せ生涯学習課（�767－2600）

町立小･中学校「特色ある学校

づくり」写真パネル展
�とき５月1 3日（日）まで　�と

ころ生涯学習センター　�問合せ

教育支援室（�766－6006）

第4回いながわオープンガーデ

ン

�とき ５月 1 8日（金）・同2 0日

（日）・同2 2日（火）いずれも午

前1 0時～正午、午後１時～同５時

�主催等ＮＰＯ法人さわやか緑花

クラブ　�問合せ福井宅（�・Ｆ

ＡＸ766－1554）

中学校部活動指導補助員

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　�登録期限５月1 0日　�問合

せ教育支援室（�766―6006）

えのちゃんとくろちゃんのびっ

くりおもちゃ箱の参加者
�とき５月2 5日（金）午前1 0時～

同1 1時3 0分　�ところ子育て支援

センター　�内容積み木遊び、体

を使った親子遊び　�講師榎本英

樹さん（ＮＰＯ法人生涯サポート

兵庫）、黒川昌樹さん（遊びの伝

道師） �対象町内在住１才６カ

月～就園前の子どもと保護者　�

定員先着3 0組　�申込・問合せ同

センター（�766－7800）

赤ちゃん交流会の参加者

�とき５月1 1日（金）午前1 0時～

同1 1時3 0分　�ところ子育て支援

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・問合せ同センター（�

766－7800）

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５日（土）①午前1 1時

～正午②午後４時～同５時、５月

６日（日）①午前1 1時～正午②午

後４時～同５時　�ところ町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４人（１人１回限り・先着順）

�参加費1 , 0 0 0円（利用料金は別

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5回町長杯テニストーナメン

トの参加者

�とき６月３日（日）午前９時～

午後５時（予備日同1 0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、上級者、過去に優勝ペアは

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 6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）

第3回米作りから酒造りまでの

参加者

�田植え予定日 ５月2 6日（土）

�稲刈り予定日 1 0月６日（土）

�蔵見学1 2月１日（土） �ラベ

ル作成＆懇親会 １月1 9日（土）

�ところ上阿古谷地内および川辺

酒造など　�参加費大人6 , 0 0 0円、

子ども1 , 0 0 0円　�定員7 0人（多数

抽選） �申込・問合せ５月1 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・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・�7 7 0－

2 2 0 0・ＦＡＸ7 7 5－3 6 3 9・Ｅメール

itamisk@oak.ocn.ne.jp）

「地域団体活動パワーアップ事

業」の参加団体
地域団体のパワーアップを図る

ため、協働のネットワークを広げ

ることなどを通じて進める先駆

的・モデル的な取り組みに対して

助成します。

�申込・問合せ５月3 1日まで阪神

北県民局県民運動課（ �0 7 9 7－

83－3137）

こころ豊かな人づくり5 0 0人

委員会の第10期生

�募集人数5 0人程度　�資格阪神

北地域に在住・在勤・在学の人な

ど（要件あり） �活動内容講演

会・体験学習、交流会を通した研

修　�研修平成1 9年６月～平成2 1

年３月　�受講料無料（教材費な

どは自己負担） �申込・問合せ

教育委員会、生涯学習センター、

文化体育館、日生・六瀬住民セン

ターに備え付けの申込用紙に必要

事項を記入し、５月1 8日までに阪

神北青少年本部（〒6 6 5－8 5 6 7宝

塚市旭町２－４－ 1 5・�0 7 9 7－

83－3138）

認知症予防教室

�とき５月1 8日～７月2 7日の毎週

金曜日、午前10時～正午（全10回）

�ところゆうあいセンター　�対

象町内在住の概ね6 5歳以上で、介

護保険の認定を受けていない人

�参加費１回5 0 0円　�送迎要相

談　�申込・問合せ５月８日まで

に、地域包括支援センター（ �

766－1200）

要約筆記ボランティア養成講座
「要約筆記」とは聴覚に障がい

がある人に、情報を文字にして伝

える事です。初めての人を対象に

基本技術を学びます。

�とき６月７日～７月2 6日毎週木

曜日（全８回）午前1 0時～午後０

時3 0分　�ところゆうあいセンタ

ー　�対象 修了後ボランティア

として活動して頂ける人　 �定

員先着2 0人　�参加費1 , 5 0 0円（教

科書代ほか） �申込・問合せ町

社協ボランティア活動センター

（�766－2525）

おもちゃ図書館
ボランティアグループ「げん

き・ゲンキ」の作成した手触りの

いい布おもちゃを中心に、貸し出

しを行っています。

�とき毎月第２木曜日および第４

月曜日（祝日を除く）午前1 0時～

正午　�ところゆうあいセンター

� 期間１カ月　�問合せ社会福

祉協議会（�766－2525）

小児慢性特定疾患医療受給者証

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（継続交付対象者は平成1 8

年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2 9日までに川

西健康福祉事務所（�757－4220）

児童福祉週間（5月5日～同1 1

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。

�問合せ福祉課（�766－8701）

労災隠しは犯罪です正しい保険

で安心治療
労働災害が発生したにもかかわ

らず、労働基準監督署に労働者死

傷病報告書を提出しなかった場合

や、虚偽の報告をした場合は、

「労災かくし」となり、労働安全

衛生法違反となります。また、被

災された人に労災保険法による適

切な給付ができなくなります。

�問合せ兵庫労働局労働基準部労

災補償課（�078－367－9155）

平成1 9年度調理師・製菓衛生

師試験
� 試験日７月８日（日） �受

付期間 ５月７日～同1 5日（土・

日を除く） �受験資格中学校以

上卒業、かつ飲食店などで２年以

上調理業務に従事した人　 �申

込・問合せ 川西健康福祉事務所

衛生課（�757－4220）

の催し

問い合わせは、文化体育館（�766－7400）へ。

�と　き ７月８日（日）午後５時～（開場＝午後４時30分）

�ところ 文化体育館

�入場料 5,500円（当日6,000円）

※全席指定　就学前幼児の入場はお断りします。また、完売の場

合、当日券はありません。

由紀さおり・安田祥子
Song With Your Life Concert

5月10日発売

日本通運Presents

～あしたへ贈る歌～

対象者

受付期限

その他

介護保険申請者で、要支援以上の認定を受けた人

身体障害者手帳・療育手帳の交付を受けた人

特別型

一般型

平成20年１月31日

平成2 0年２月以降の申請については、事前に相談してく

ださい

高齢者や障害のある人が、住み慣れた住居で安心して生活が送

れるように、一定要件の住宅改修（バリアフリー）に対して費用

の一部を助成します。

平成19年度人生80年いきいき住宅改造助成事業

対象者

受付期間

業務委託

その他

おおむね65歳以上のひとり暮らしの高齢者

ひとり暮らしの重度身体障害者（身体障害者手帳１級

または２級所持者）

その他、町長が特に必要があると認める者

随時

大阪ガスセキュリティーサービス株式会社

利用申請書を提出された後、委託会社から連絡が入り

ますので、設置について日程調整をしてください

緊急通報システムの設置

町内在住で、日常生活を営むうえで常時見守りが必要な状態に

ある人に緊急事態が発生した場合、緊急通報システムを利用し、

近隣の人の協力を得て、高齢者などの生命を守ります。

申込み・問い合わせは、健康課（�766－8781）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


