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猪名川天文台のイベント

＜水星・金星観望会＞�とき６月

２日（土）午後１時3 0分～同９時

3 0分（星が見える昼間・夕暮れ時

にお越しください） �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）

赤ちゃん交流会の参加者

�とき６月６日（水）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

才児とその保護者　�定員先着1 5

組　 �申込・問合せ 同センター

（�766－7800）

助け合いサービスの協力会員
お年寄り、障害があるなど日常

生活上のハンディキャップを持つ

人、産後間もない時期の家庭など

へ有償のサービスなどを提供して

いただける人を募集しています。

�募集内容①調理・洗濯・掃除・

買物など家事の援助　②通院など

外出時の付き添い　③身体の清拭

や食事や排泄の世話　�問合せ社

会福祉協議会（�766－1200）

ふるさと館こども講座

＜カブトムシを飼ってみよう＞

�とき６月1 7日（日）午前1 0時～

正午　�ところふるさと館　�講

師藤重智哉さんほか　�対象幼稚

園児・小学生とその保護者　�定

員先着2 0組　�申込・問合せ電話

で同館（�768－0389）

ふるさと館古文書講座

＜みんなの楽しい古文書講座＞

�とき６月から1 0月までの第１・

３木曜日（全1 0回）午後１時3 0分

～　�ところふるさと館　�内容

町に関連のある古文書を輪読　�

講師 末松早苗さん（同館館長）

�定員先着1 5人　�申込・問合せ

電話で同館（�768－0389）

阪神北青い鳥学級伊丹教室

�とき７月～1 0月（全４回） �

内容健康・歴史講座、社会見学、

音楽鑑賞など　�ところスワンホ

ール（伊丹市労働福祉会館）ほか

�対象1 6歳以上で視覚に障害のあ

る人　�定員3 0人　�参加費無料

（昼食代・交通費などは実費）

�申込・問合せ６月2 0日までに生

涯学習課（�767－2600）

文化体育館の利用制限

文化体育館大ホールの音響設備

改修工事にともない、９月1 0日か

ら1 0月５日まで大ホールの利用が

できません。なお大ホール以外の

施設は、工事期間中も利用ができ

ます。

�問合せ同館（�766－7400）

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 9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６日（水）午後１時3 0

分～　�ところ社会福祉会館　�

問合せ 木津総合会館（ �7 6 8－

0217）

児童手当の現況届の提出を

６月は児童手当受給者の現況届

の提出月です。福祉課からの郵送

書類に必要事項を記入し、関係書

類を添えて、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 9

年１月２日以降に転入された人

は、前住所地で平成1 9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）

介護保険施設等利用者の居住費

等負担額軽減制度の利用を

介護保険施設利用者（ショート

ステイを含む）の居住費および食

事代は、保険給付の対象ではなく、

それぞれの施設が定めています。

しかし、住民税非課税世帯の人

（介護保険料の第１段階から第３

段階の人）には、軽減制度があり

ますので該当する人は健康課へ申

請してください。なお、軽減は申

請のあった月からとなります。

�問合せ同課（�766－8781）

社会福祉法人によるサービス利

用料の軽減制度の利用を

低所得者の人が、社会福祉法人

（町内では｢猪名川町社会福祉協議

会｣）の実施する介護サービスを

利用する場合、利用者負担の４分

の１が軽減されますので、次のす

べての要件に該当する場合は、健

康課へ申請してください。

�軽減の要件①住民税非課税世帯

に属し年間収入が単身世帯で1 5 0

万円、世帯員が１人増えるごとに

5 0万円を加算した額以下の人　②

預貯金などの額が単身世帯で3 5 0

万円、世帯員が１人増えるごとに

1 0 0万円を加算した額以下の人

③日常生活に供する資産以外に活

用できる資産がない　④住民税が

課税となっている親族などに扶養

されていない　⑤介護保険料を滞

納していない　�問合せ同課（�

766－8781）

農地の権利取得について

農地法第３条による農地の権利

取得にかかる「下限面積」が変わ

りました。

�変更日４月１日 �変更内容4 0

ａ→3 0ａ（猪名川町全域） �問

合せ農林商工課（�766－8709）

農業施設被害の届出

農地・農道・ため池などの農業

施設で被害が発生したときは、３

日以内に農会長を通じて農林商工

課へ報告してください。災害復旧

事業には、日ごろの点検記録簿、

維持管理写真が必要となり資料不

備の場合は事業採択されませんの

でご注意ください。

�問合せ同課（�766－8709）

点字および音声による「選挙の

お知らせ」の無料配布

県選挙管理委員会では、選挙や

候補者に関する情報を点字または

音声（朗読テ－プ）にした「選挙

のお知らせ」を視覚に障害のある

方に無料配布しています。

�対象となる選挙国政選挙・県知

事選挙・県議会議員選挙　�申込

方法点字版・音声版とも、郵便番

号・住所・氏名・希望の種類（点

字または音声）を電話か郵便で県

選挙管理委員会　�申込期限７月

執行の参議院議員選挙で配布希望

の人は６月2 9日　※一度申込む

と、それ以後の選挙では、希望さ

れた種類で自動的に郵送　�申

込・問合せ県選挙管理委員会（〒

6 5 0－8 5 6 7神戸市中央区下山手通

５－1 0－１・�0 7 8－3 6 2－3 1 0 1・

ＦＡＸ078－362－3907）

福祉用具展示会・介護相談会

�とき・内容６月９日（土）＝タ

クティールケア体験コーナー、同

1 0日（日）＝オムツメーカーによ

る講習会、いずれも午後１時3 0分

～同３時3 0分　�問合せ天河草子

在宅介護支援センター（�7 6 5－

2225）

平成19年度狩猟免許試験

＜第１回＞�受付期間６月４日～

同1 9日　�試験実施日知識・適正

試験＝７月４日（水）、技能試験

日＝同18日（水）・同25日（水）

＜第２回＞�受付期間８月６日～

同2 1日　�試験実施日知識・適正

試験＝９月８日（水）、技能試験

日＝同24日（月）

いずれも�場所神戸会場など　�

申請費県証紙で5 , 3 0 0円　�申込・

問合せ 宝塚農林振興事務所（ �

0 7 9 7－8 3－3 1 7 0）・県豊かな森づ

くり課（�078－341－7711）

平成 1 9年度優良運転者（金

賞・銀賞・銅賞）の申請受付

�受付期限６月2 2日　�持参物免

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）

6月1日～7日は水道週間

水道が うるおす日々の 健やかさ

私達の生活に欠くことのできな

い水の大切さを１人ひとりが認識

し、より安全な水を供給するため

の水源となる川やダムの水を汚さ

ないようにしましょう。上下水道

課では次のとおり水道相談窓口を

開設しますのでご利用ください。

＜水道相談窓口＞�とき６月６日

（水）・同７日（木）午前1 0時～

午後５時　�ところ役場１階会議

室　�問合せ同課（�766－8716）

6月3日から9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　�セルフ

のガソリンスタンドで給油すると

きは、継ぎ足しによる吹きこぼれ

に注意する

�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。ため池管理者

は、危険な箇所に防護柵や「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）

申込み・問い合わせは、総務課（�766－8707・ＦＡＸ
766－3732・Ｅメールkoho@town.inagawa.lg.jp）へ。

�広告掲載の範囲　広報紙とし

ての品位、公共性および公益性

を妨げないもの

�広告の大きさ 縦6 6㎜×横

120㎜

�版下の作成　要領に定める掲

載料を納め版下を作成すること

�申込方法　総務課に備えてい

る申請書または、町ホームペー

ジからダウンロードした申請書

に必要事項を記入し、同課へ提

出

毎月１日号のこのスペースに広告を掲載します。ご希望の方は、

総務課窓口またはホームページの「広報いながわ」広告掲載取扱

要領を参照の上、申し込みください。申込多数の場合は抽選によ

り決定します。

近畿地方においても感染の報

告があり、今後患者の増加が懸

念されます。ＭＲ（麻しん・風

しん）定期予防接種の対象者は、

早めに接種を受けましょう。

麻しんの初期症状は、風邪症

状と似ています。発熱がある人

は、外出を控えて、早めに医療

機関で受診しましょう。

麻しんは、感染力が非常に強

く、空気感染しますので、予防

接種を受けていない人で、麻し

んにかかったことのない人は、

主治医と相談のうえ、予防接種

を受けることをお勧めします。

�問合せ保健センター（�7 6 6－

1000）

麻しん（はしか）が
流行しています

Ｂ＆Ｇ海洋センターでは６月1 5日よりプログラムを下記表のとお

り変更・増設します。有料水泳教室は、各教室とも月４回コースに

なります。申込み・問い合わせは、同センター（�767－4100）へ。

時間

10:30～11:30

12:00～13:00

14:00～15:00

15:00～16:00

16:00～17:00

17:00～18:00

19:30～20:30

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ（曜日）

ｱｸｱﾋﾞｸｽ（火）

健康水泳（火）

２歳児（水・金）

幼児Ａ（火）

幼児Ｂ（火）

小学生（火）

ﾏｽﾀｰｽ（゙火・土）

内容

水中で行うｴｱﾛﾋﾞｸｽｴｸｻｻｲｽﾞ

体力の機能回復を目指すｽﾄﾚｯﾁ

仲間意識・集団行動の向上を図る

年齢に応じた泳力を目標

年齢に応じた泳力を目標

年齢に応じた泳力を目標

泳力・記録・大会出場が目標

対象

16歳以上

50歳以上

２歳児

３～５歳

４歳～小学

校低学年

６歳～小・

中学生

16歳以上

プログラムが新しくなります猪名川町Ｂ＆Ｇ
海洋センター


