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▲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。

まちづくり講演会

�とき３月９日（日）午後１時3 0

分～（開場：同１時） �ところ

生涯学習センター　�内容住民の

参画と協働による新たなまちづく

りについて　 � 定員 先着 1 5 0人

�講師中川幾郎さん（帝塚山大学

大学院教授） �申込・問合せ２

月1 8日までにコミュニティ課（�

766－8783）

静思館文化事業

＜尺八演奏家・橋本岳人山を迎え

て＞�とき２月1 0日（日）午後２

時～　�ところ静思館　�内容尺

八とシンセサイザーのコラボレー

ション、「風」「大地」「ルパン３

世のテーマ」など　�出演橋本岳

人山さん　�入場料1 , 0 0 0円　�定

員先着5 0人　�申込・問合せ文化協

会（�766－0013）

猪名川天文台のイベント

＜土星観望会＞�とき ２月９日

（土）～同1 1日（祝）午後６時3 0

分～同９時3 0分　�ところ猪名川

天文台　�問合せ農林商工課（�

7 6 6－8 7 0 9）・同天文台（�7 6 9－

0770）

幼・小・中・特別支援学校の非

常勤職員の登録
県教育委員会では、県内の市町

組合立小・中・特別支援学校（神

戸市を除く）、公立幼稚園の非常

勤職員の登録を受け付けます。

�勤務内容初任者研修に係る授業

の補充、年間1 0日～1 6日以内、１

日７時間以内　�報酬など１時間

あたり2,790円（平成19年度現行額）

※交通費は支給限度額の範囲で実

費支給　�資格希望する校種の教

育職員免許法に定める幼・小・

中・高等学校教諭普通免許状の所

持者または平成2 0年４月１日まで

に取得見込み　 �受付期限小・

中・特別支援学校＝３月2 1日、公

立幼稚園＝３月1 3日（要必着・土

日祝日除く） �申込・問合せ教

育支援室に備え付けの登録届に必

要事項を記入し、同室（�7 6 6－

6006）

社会福祉協議会の正職員

�募集人員１人　�資格昭和5 4年

４月２日以降に出生し、社会福祉

士資格を所持する人 �賃金給料

1 7 8 , 8 0 0円 �申込・問合せゆうあ

いセンターに備え付けの申込書に

必要事項を記入し、２月1 0日まで

に持参または郵送で社会福祉協議

会（〒6 6 6－0 2 3 6北田原字南山1 4－

２・�766－1200）

赤ちゃん交流会の参加者

�とき２月1 8日（月）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）

平成2 0年登録子育てグループ

の会員
０才から就園前の子どもと保護

者が、親子のふれあいを大切に一

緒に遊びや季節の行事などをし、

みんなで楽しく子育てをするグル

ープに入りませんか。活動は、地

域の会館や公園を使用し自主的に

行っています。

�問合せ子育て支援センター（�

766－7800）

人形劇鑑賞会の参加者

�とき①２月1 4日（木）②２月2 0

日（水）午前1 0時～同1 1時　�と

ころ文化体育館　�内容人形劇鑑

賞など　�対象町内在住の１歳半

～就園前の子どもと保護者　�定

員①4 0組②1 0組（先着順） �そ

の他登録子育てグループ会員と一

緒に鑑賞　�申込・問合せ子育て

支援センター（�766－7800）

グループホームの入居者

�入居施設総合福祉センター　�

対象身の回りのことができる町内

在住の認知症高齢者　�定員１人

�利用料介護度より算出　 �申

込・問合せ２月1 0日までに社会福

祉協議会（�766－1200）

男女共同参画週間の標語

�募集内容男女共同参画をテーマ

にした標語（未発表の自作） �

応募期限２月2 9日（必着） �申

込・問合せハガキまたはＦＡＸ１

通に１作品と住所・氏名・年齢・

性別・電話番号を記入し、内閣府

男女共同参画局総務課「標語募集

係」（〒1 0 0－8 9 1 4東京都千代田区

永田町１－６－１、ＦＡＸ0 3－

3581－9566）

猪名川クリーン作戦の参加者

�とき２月1 0日（日）午後１時～

同３時（受付：同０時3 0分～）※

当日午前８時に雨天、積雪の場合

は同1 7日に延期　�ところ民田・

猪名川漁協「川の案内所前」 �

内容河川敷のゴミ拾い、水質調査

�主催猪名川クリーン作戦実行委

員会　�持ち物手袋・火バサミな

ど　　�問合せ流域ネット猪名川

（�799－4602）

神戸新聞社「金婚夫婦祝福式典」

の該当者

�対象昭和3 4年に婚姻届を出した

県内在住の夫婦　�申込神戸新聞

社の総局・支局・販売所または役

場健康課にある申込用紙に必要事

項を記入し、２月2 9日までに持参

もしくは郵送 �問合せ同社地域

活動局（�078－362－7052）

子育てママ・パパ料理教室

�とき２月2 6日（火）・３月６日

（木）午前1 0時～午後１時　�と

ころ保健センター　�内容調理実

習・試食と栄養の話　�対象子育

て中のママまたはパパ　�定員先

着各1 2人（託児あり） �参加費

3 0 0円　�持ち物エプロン・三角

巾・筆記用具など　�申込・問合

せ２月1 5日までに同センター（�

766－1000）

介護予防教室「健康太極拳」

�とき２月1 6日（土） �ところ

天河草子　�講師井野辺光男さん

（楊名時太極拳指導員） �定員

3 0人程度　 �受講料無料　 �申

込・問合せ天河草子在宅介護支援

センター（�765－2225）

都市計画審議会

�とき２月1 6日（土）午後２時～

�ところ生涯学習センター　�内

容平成1 9年度中の都市計画に係る

取組み状況報告など　�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） �問合せ都市

整備課（�766－8704）

阪神北障害者就労促進大会

�とき２月1 5日（金）午前1 0時～

午後４時　�ところ川西市みつな

かホール　�内容基調講演、障害

者就職面接会、就労相談会、授産

製品バザーなど※障害者就職面接

会に参加するには、ハローワーク

での事前登録と当日に障害者手帳

と履歴書数部が必要　�参加費無

料　�問合せ宝塚健康福祉事務所

（�0797－83－3143）

平成20年金正賞の申請受付

� 受付期間 ２月１日～同 2 2日

（土・日・祝日を除く） �受付

場所川西交通安全協会　�基準①

自家用運転手＝金賞受賞後５年を

経過した人　②営業用運転手＝金

賞受賞後３年を経過した人　③原

付運転手＝金賞受賞後1 0年を経過

した人※ただし申請時から過去５

年間無事故・無違反　�申請料

7 0 0円　�持参物 運転免許証・印

鑑・安全協会会員証　�申込・問

合せ同協会（�759－8947）

彫刻の道マラソン大会にともな

う交通規制

2 0 0 8猪名川町彫刻の道マラソン

大会の開催にともない、次のとお

り交通規制を行います。ご迷惑を

おかけしますが、ご理解とご協力

をお願いいたします。

�とき２月1 1日（祝）午前９時～

午後１時　�ところ下図のとおり

（町道原広根線～松尾台周辺、通

行止め区間は、規制看板設置）

�問合せ 生涯学習課（ �7 6 7－

2323）

おお 忘忘 れれ なな くく ！！
固定資産税・都市計画税

（第4期分）国民健康保険

税（第8期分）介護保険料

第 9 期 分 の 納 期 限 は 2 月

2 9日です

第第3377回回 猪猪名名川川町町人人権権･･同同和和教教育育研研究究大大会会開開催催
人権･同和教育の研究と実践を通じて、部落差別をはじめとす

るあらゆる差別の解消に向けて一緒に考え、実践しましょう。

どなたでも自由に参加いただけます。お誘いあわせのうえ、ご

参加ください。

�とき ２月1 7日（日）午前1 0時～午後３時（受付：午前９時3 0

分～）

�ところ 文化体育館・生涯学習センター

�内容

午前の部　基調講演（午前10時15分～同11時45分）、文化体育館

◎演題「これからの人権教育」～格差社会を生きるために～

◎講師　桂 正孝さん（宝塚造形芸術大学教授）

午後の部　分科会（午後１時～同３時）文化体育館・中央公民館

問い合わせは、木津総合会館（�768－0217）へ。


