
＜６＞広 　 報 　 い 　 な 　 が 　 わ 平成１９年( 2 0 0 7年)８月１日

赤ちゃん交流会の参加者

�とき８月2 9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

子育ての話など　�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）

自然観察はじめ隊！虫を探して

ハイキングの参加者
標高3 4 9 mの知明山頂に登りな

がら虫を探します。

�とき８月５日（日）午後２時～

同４時　�ところ一庫公園ネイチ

ャーセンター　�定員2 0人（小学

生以上・子どものみの参加不可）

�参加費 3 0 0円（保険代含む）

�申込・問合せ参加者名（グルー

プの場合は全員）・年齢・性別・

住所・電話・ＦＡＸを記入の上、

一庫公園管理事務所（ � 7 9 4－

4970・ＦＡＸ794－4971）

阪神北地域魅力発信☆きらっと

バスの参加者

�とき９月2 0日（木）、1 0月1 1日

（木）、1 1月2 5日（日） �コース

宝塚駅前（発着）～心月院～キリ

ンビール工場～東光寺～多田銀銅

山～多田神社～伊丹郷町　�対象

阪神北地域に居住・勤務・通学す

る人　�募集人数各4 0人　�参加

費3 , 0 0 0円 （バス代・保険料・昼

食代） �申込・問合せ往復ハガ

キに「きらっとバス」と明記の上、

住所・氏名・年齢・電話番号・講

座を知った広報媒体名などを記入

し、８月2 4日必着で、阪神北県民

局魅力ある地域づくり担当（〒

6 6 5－8 5 6 7宝塚市旭町２－４－

15・�0797－83－3121）

阪神福祉事業団の嘱託職員

�採用職種 福祉施設支援員など

（知的障害児・者施設、救護施設、

特別養護老人ホームの支援） �

採用人員若干名　�応募資格昭和

4 2年４月２日以降出生の人（4 0歳

以下）、高校卒業以上（平成2 0年

３月卒業見込含む）、社会福祉学

など（社会福祉学・教育学・心理

学）を専攻して卒業、または保育

士または福祉関係資格を有する人

（平成20年３月資格取得見込含む）

�応募期限８月3 1日（必着） �

筆記試験９月1 1日（火） �面接

試験９月11日（火）・同12日（水）

�採用予定日 平成 2 0年４月１日

�申込・問合せ 阪神福祉事業団

総務課（�078－903－1661）

「こどもの健康週間」写真コン

クール作品

�テーマ こどものいる風景写真

�対象県内在住・在勤・在学の人

�応募規格カラーまたは白黒プリ

ント（デジカメ可）、ワイド４つ

切り　�応募規定応募点数自由、

未発表で個人制作のもの（賞あり）

�応募方法住所・氏名（ふりがな

明記）・性別・年齢・電話番号・

写真の題名と撮影場所・撮影年月

日を書いた紙を写真裏面に貼付

し、９月７日郵送必着で北口保健

福祉センター（〒6 6 3－8 0 3 5西宮

市北口町１番１号 アクタ西宮西

館５階） �問合せ兵庫県健康増

進課（�078－341－7711内線3251）

平成1 9年度第2回警察官採用選

考試験

�募集人数 男性＝約 2 1 0人、女

性＝約2 0人　�募集期間８月３日

～同22日　�試験日９月16日（日）

�申込・問合せ 川西警察署（ �

755－0110）

ヘルスアップ教室

�とき ８月 1 7日（金）・同2 4日

（金）・同3 1日（金）・９月６日

（木）・同 1 2日（水）・同 2 0日

（木）いずれも午後１時3 0分～同

３時（全６回） �ところ保健セ

ンター　�対象町内在住の人　�

定員先着2 5人　�参加費無料　�

申込・問合せ８月1 0日までに同セ

ンター（�766－1000）

いきいき健康づくりセミナー

�とき８月2 8日（火）午前1 0時～

�ところＹＭＣＡしろがね幼稚園

�内容加齢による身体機能低下の

プロセスを知り、家庭で手軽にで

きる転倒予防運動を学ぶ　�参加

費無料　�対象介護予防に関心が

ある人、高齢者に関わる仕事をし

ている人など　�持参物動きやす

い服装・水筒・タオル　�定員3 0

人　�申込・問合せ北摂ＹＭＣＡ

（�766－3221）

老人保健受給対象の方へ
現在、老人保健医療受給者証を

お持ちの方は、毎年、８月１日に

負担割合（負担割合１割または３

割）の定時判定を行い、前年の負

担割合から変更があった方のみ新

しい老人保健受給者証を送付しま

す。判定の結果、負担割合が前年

と変更のない方は、現在の受給者

証を使用ください。

また、住民税非課税世帯の方は、

入院の際、自己負担限度額や食事

代が減額される「限度額適用・標

準負担額認定証」を交付しますの

で申請してください。

�問合せ健康課（�766－8781）

戦没者等の遺族に対する特別弔

慰金の請求は、お済みですか？
戦没者等の死亡当時のご遺族

で、平成1 7年４月１日において、

公務扶助料、遺族年金などを受け

る方がいない場合に、特別弔慰金

が支給されます。対象となるご遺

族の方でまだ請求されていない方

は、お問い合わせの上、請求手続

きを行ってください。

�支給内容額面4 0万円、1 0年償還

の記名国債　�請求期限平成2 0年

３月3 1日　�請求窓口・問合せ福

祉課（�766－8701）

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

で一括法要します。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（水）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　�問合せ環境対

策室（�766－8712）

日赤社資募集のお礼
本年５～６月に行った日赤社資

募集増強運動では、1 , 8 6 8 , 5 4 2円が

集まりました。この社資は、難

民・災害被災者の援護や地域医療

の充実に活用します。

�問合せ 福祉課（�7 6 6－8 7 0 1）

「姫路菓子博2008」
2 0 0 8年４月1 8日から５月1 1日ま

での2 4日間、姫路城周辺で、第2 5

回全国菓子大博覧会・兵庫「姫路

菓子博2 0 0 8」が開催されます。そ

れにともない、第１期前売券が次

の窓口で発売されています。

＜特典付き第１期前売券＞

�販売窓口ＪＲみどりの窓口（Ｊ

Ｒ西日本・ＪＲ四国）、山陽電車

主要駅、旅行代理店、チケットぴ

あ、コンビニなど　�販売金額大

人1 , 5 0 0円（当日2 , 0 0 0円） �問

合せ第2 5回全国菓子大博覧会・兵

庫　兵庫県実行委員会事務局（�

079－225－5201）

終戦当時の引揚者の皆様へ
税関では、終戦当時の引揚者の

方々から預かっている次の通貨、

証券などを返還しています。

�内容①終戦後、外地から引き揚

げた人が、上陸港の税関、海運局

に預けた通貨、証券など　②外地

の終戦地において総領事館などに

預けた証券などのうち、日本に送

還されたもの　�申し出本人のほ

か家族でも行えます　�問合せ神

戸税関尼崎税関支署（ � 0 6 －

6481－6196）

猪名川花火大会

＜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 8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

来場は控えてください。

�問合せ川西市農林商工・観光担

当（�740－1161）

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

（�783－1231内線343）

歴史街道～ロマンへの扉～
「歴史街道～ロマンへの扉～」

で猪名川町が紹介されます。今回

の放送では、町内を流れる猪名川

およびその支流にスポットをあて

て、町の魅力を伝えています。

�放送日ＡＢＣテレビ（朝日放送）

8月1 3～同1 7日、午後６時5 4分～

午後７時　※猪名川町は、1 3～1 5

日に放送される予定です。くわし

くは、番組表などで確認してくだ

さい　�問合せ 企画財政課（ �

766－8711）

▲上記の広告は、平成19年度より募集を行っている「有料広告」です。広告掲載を希望される事業者の方は、総務課広報担当（�766－8707）へ。

これまで安全・安心のまちづくりの

一環として、町内各地で繰り広げてき

た“ふれあいうどん”が、｢い～な～ふ

れあいうどん｣という名称で商標登録さ

れました。今後はより多くの住民の

方々に気軽に親しんでいただき、コミ

ュニティづくりのきっかけとなるよう、

更なる普及活動を展開していきます。

問い合わせは、コミュニティ課（�

766－8783）へ。

「い～な～ふれあいうどん」が商標登録されました

おお 忘忘 れれ なな くく ！！
町県民税・国民健康保険税

（第2期分）、 介 護 保 険 料

（第3期分）、の納期限は8

月3 1日です




