
イベント・催し
今月の天文台イベント
＜オリオン座大星雲観望会＞
▶とき1月9日（土）～同11日（祝）
午後6時30分～同9時30分
＜メシエマラソン第1回＞
▶とき1月16日（土）午後6時～
同9時30分
いずれも▶ところ猪名川天文台　
▶その他降雪時中止　▶問合せ
農林商工課（☎766−8709）・同
天文台（☎769−0770）
新春マス釣り大会
▶とき1月17日（日）受付＝午
前7時～・競技＝同7時30分～同
11時※川の増水など釣場不良
の場合は1月24日（日）に順延　
▶ところ北田原マス釣り場　▶
参加費1人3,500円　▶競技方法
一匹長寸、エサ釣りのみ　▶申
込当日直接会場へ　▶問合せ観
光協会事務局（農林商工課内☎
766−8709）・北田原マス釣り場
（☎766−2208）
初釜
▶とき1月24日（日）午前10時
～午後3時　▶ところ生涯学習
センター　▶内容抹茶席・煎茶
席・点心席　▶主催猪名川町茶
道協会　▶問合せ仁木宅（☎
766−2851）

募　集
静思館おひなまつりの雛人形
　4月3日（土）から同8日（木）
に「静思館お雛祭りと作品展」
を開催します。不要または自宅
で飾らなくなった雛人形を静思
館で飾りませんか。
▶申込・問合せ2月28日までに
文化協会事務局（☎・ＦＡＸ
766−0013）
県立こばと聴覚特別支援学校の
幼児
▶対象聴覚に障害のある幼児
で、保護者が付き添って通学で
きる人　▶募集保育相談部＝1・
2歳児、幼稚部＝3・4・5歳児　
▶入学面接日2月10日（水）午
前9時30分～午後2時30分　▶と
ころ県立こばと聴覚特別支援学
校　▶申込・問合せ1月18日か
ら2月5日までに同学校（☎0798
−53−5061・ＦＡＸ0798−53−
5062）

阪神福祉事業団の嘱託職員
▶職種福祉施設支援員など（知
的障害児・者施設、障害者支援
施設、救護施設、特別養護老人
ホームの支援員）　▶募集人数
若干名　▶資格昭和44年4月2日
以降に出生し、高校卒業以上の
人（高卒は既卒者のみ）　▶試
験日2月16日・同17日　▶申込・
問合せ1月15日から同29日まで
に阪神福祉事業団（☎078−903
−1661）
自然観察はじめ隊の参加者
▶とき1月17日（日）午前9時～
同11時　▶ところ一庫公園　▶
内容冬の鳥たちをバードウォッ
チング、双眼鏡で鳥を観るコツ　
▶参加費300円（保険代込み）　
▶定員20人　▶その他雨天時
は、レインコートが必要　▶申
込・問合せ一庫公園管理事務所
（☎794−4970）
椎茸＆ジャンボバームクーヘン
作りの参加者
▶とき2月20日（土）午前10時
～同21日（日）午後3時まで【1
泊2日館内泊】　▶ところ青少年
いこいの家　▶内容原木への椎
茸菌の植付け・ジャンボバーム
クーヘン・野外料理作りなど　
▶対象未成年の場合保護者同伴　
▶定員60人（多数抽選）　▶参
加料大人3,500円、小人2,500円
（小学生以下）、3歳以下137円
※食費・保険料・宿泊費など含
む　▶申込・問合せ1月21日ま
でに往復はがきに参加者全員の
郵便番号・住所・氏名（フリガ
ナ）・年齢・性別・電話番号・
ＦＡＸ番号・食物アレルギーの
有無を記入の上、青少年いこ
いの家（☎768−0614、〒666−
0224万善字東山6−1）

講座・教室
子育て支援講座
▶とき1月22日（金）午前10時
～同11時30分　▶ところ子育て
支援センター　▶内容発達障害
の理解と対応　▶講師辰巳愛香
さん（大阪大学非常勤研究員・
臨床心理士）　▶対象町内在住
の就園前の子どもの保護者と発
達障害に関心のある人　▶定
員先着30人（託児＝先着15人）　
▶申込・問合せ同センター（☎

766−7800）
いき生きライフ講座・男の料理
教室「お酒にうれしい小料理」
▶とき1月23日（土）午前10時
～午後0時30分　▶ところ社会
福祉会館　▶定員先着20人　▶
参加費1,000円（材料費）　▶申
込・問合せ1月4日から15日まで
に電話で企画財政課（☎766−
8711）
認知症サポーター養成講座
▶とき・ところ・対象・定員　
1月17日（日）午前10時～正午
＝文化体育館（猪名川中学校
区住民＝100人）、2月6日（土）
午前10時30分～午後0時30分＝
カリヨンホール（中谷中学校区
住民＝100人）、2月27日（土）
午前10時～正午＝六瀬住民セン
ター（六瀬中学校区住民＝50人）
※校区外での受講も可能　▶参
加費無料　▶申込・問合せゆう
あいセンター（☎766−1200）
家族介護教室
▶とき1月23日（土）午前10時
～正午　▶ところゆうあいセン
ター　▶内容高齢者のうつ、介
護者のうつ　▶講師川居利有さ
ん（ベリタス病院臨床心理士）　
▶定員30人　▶参加費無料　▶
申込・問合せ1月20日までに同
センター（☎766−1200）

お知らせ
休日納税窓口のお知らせ
▶開設日時1月31日（日）午前9
時～午後5時　▶ところ日生住
民センター　▶対象平日に税金
の納付が困難な人　▶問合せ税
務課（☎766−8782）
第3回危険物取扱者試験
▶種類甲種・乙種全種・丙種　
▶試験日2月7日（日）　▶申込
消防本部に備え付けの願書を　
1月4日から同12日までに消防試
験研究センター兵庫県支部へ持
参または郵送　▶問合せ消防本
部（☎766−0119）
母子家庭等特別相談（巡回相談）
　ひとり親家庭またはこれに準
ずる家庭の人を対象に、弁護士
による裁判を前提とした法律相
談を行います（予約必要）。
▶とき2月4日（木）　▶ところ
三田市福祉事務所　▶申込・問
合せ阪神北県民局（母子自立支
援員☎0797−83−3143）
阪神地区精神保健福祉研修会
▶とき1月27日（水）午後1時30
分～同4時30分　▶ところアス
テホール　▶内容「新しい精神
科医療」に関する講演、「青年
期の心の病気と早期治療・早期
支援」の講話　▶主催県精神障
害者家族会連合会　▶申込・問
合せむぎのめ家族会（☎755−
1607）

2010年世界農林業センサス
にご協力ください
　2月1日現在を基準日として実
施する、2010年世界農林業セン
サスは、今後の農林業の政策に
役立てるために5年ごとに実施
される極めて大切な調査です。
農林業を営んでいる皆さんへ調
査員が1月中旬から訪問して、
調査票に記入をお願いしますの
で、ご協力ください。
▶問合せ農林商工課（☎766−
8709）
1月10日は「110番の日」
　110番は、事件・事故をいち
早く警察に通報していただく緊
急通報電話です。いたずらの
110番通報は犯罪です。緊急の
対応を必要としない問合せ・相
談などは、県警なんでも相談（☎
078−361−2110）をご利用くだ
さい。
▶問合せ川西警察署（☎755−
0110）
最低賃金
　平成21年10月8日から兵庫県
の最低賃金が時間額721円に改
定されました。この最低賃金
は、県内の事業場で雇用され
る、アルバイトなど含むすべて
の労働者に適用されます。
▶問合せ県労働局賃金課（☎
078−367−9154）

1月から3月のし尿収集日程
地区名 1月 2月 3月

肝川･銀山･広根 4 1 1
上 野･柏 梨 田 5 2 2
紫合･猪名川荘苑 6 3 3
原 ･ 民 田 7 4 4
上 阿 古 谷 7 5 5
北 野 8 8 8
北 田 原 8 8 8
万 善･槻 並 12 9 9
木 津･東 山 13 10 10
木 津 上 13 10 10
木間生･杤原･林田 14・1512・1511・12
笹 尾 18 16 15
清 水･清 水 東 19 17 16
仁 頂 寺･島 20 18 17

鎌 倉 21 19 18

杉 生 22
25・2622・23

19
23・24

西 畑･柏 原 27
28・29

24
25・26

25
26・29

※日程が前後することがありま
す
▶問合せ環境対策室（☎766−
8712）

　町県民税（第4期分）、
国民健康保険税・後期高齢
者医療保険料（第7期分）、
介護保険料（第8期分）の
納期限は2月1日です
　町税の納付は便利な口座
振替のご利用を！

お忘れなく！お忘れなく！
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