
イベント・催し
阪神北地域夢会議
　阪神北地域の新たな将来像を
描くため、井戸知事を交え、意
見交換などを行います。
▶とき3月7日（日）午後1時～
同4時　▶ところ大手前大学い
たみ稲野キャンパス　▶テーマ
語ろう夢を！地域を超え 世代
を超えて　▶申込・問合せ阪神
北県民局地域企画課（☎0797－
83－3117）
第23回耳の日の集い
▶とき3月7日（日）午後1時～
同4時30分（開場：正午）　▶と
ころアステホール　▶内容映画
「ゆずり葉」（字幕付）上映、
ビンゴゲーム・パフォーマンス
などのアトラクションなど　▶
入場券前売：800円（当日：1,000
円）　▶主催川西中央ライオン
ズクラブ　▶申込・問合せ同ク
ラブ事務局（☎・ＦＡＸ758－
3099）

募　集
幼・小・中・特別支援学校の非
常勤講師の登録
　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）および公立幼
稚園の非常勤講師（初任教員研
修）を募集しています。
▶勤務内容初任者研修に係る授
業の補充　▶報酬など1時間あ
た り2,790円（ 平 成21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22年
4月1日までに取得できる人　▶
受付期限公立幼稚園＝3月12日
（金）、小・中・特別支援学校
＝3月18日（木）（要必着・土日
祝日除く）　▶申込・問合せ教
育支援室備え付けの登録届に必
要事項を記入し、同室（☎766
－6006）
平成22年度登録子育てグルー
プ会員
　登録子育てグループは、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

て、みんなで楽しく子育てをす
るグループです。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。
▶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
定　▶申込・問合せ2月10日ま
でに社会福祉協議会（☎766－
1200）
第7回いながわ川西オープン
ガーデンの庭主
▶とき5月21日（ 金 ）・ 同23日
（日）・同25日（火）いずれも
午前10時～正午、午後1時～同5
時　▶要件庭の中までオープン
できる人、ガイドマップに住所・
○○邸と掲載してもよい人、近
所の了解が得られる人　▶参加
費1,000円　▶申込・問合せ2月
26日までにＦＡＸでＮＰＯ法人
さわやか緑化クラブ福井宅（☎・
ＦＡＸ766－1554）
金婚夫婦祝福式典の参加者
▶とき5月23日（日）　▶ところ
西宮市民会館　▶対象昭和36年
に婚姻届を出した県内在住の夫
婦　▶申込・問合せ2月26日ま
でに神戸新聞社の総局・販売所
に備え付けの申込書に必要事項
を記入し、同社地域活動局（☎
078－362－7086）
平成22年度優良運転者（金正
賞）申請
▶受付期限2月26日（金）（土日
祝日除く）　▶ところ川西交通
安全協会　▶申請資格自家用
運転者＝金賞受賞後5年以上、
営業運転者＝金賞受賞後3年以
上、原付自転車運転者＝金賞受
賞後10年以上　※平成22年2月1
日より過去5年間無事故無違反
であること　▶持参物運転免許
証、交通安全協会会員証、印鑑、
700円（証明書代）　▶問合せ川
西交通安全協会（☎759－8947）
第15回猪名川オープンバドミ
ントン大会の参加者
▶とき3月7日（日）午前9時～　
▶ところ文化体育館　▶種目男
子・女子ダブルス（各1・2・3部）
※3部 はH21年 度 協 会 登 録 者 の

み　▶参加費一般ペア3,000円、
高 校 生2,500円　 ▶申込・問合
せ2月6日までに冨田宅（☎・Ｆ
ＡＸ766－4585）
県阪神シニアカレッジ入学生
高齢者大学講座（4年制）
▶応募資格神戸・阪神地域に在
住の60歳以上　▶募集定員園芸
学科＝50人、健康福祉学科＝50
人、国際理解学科＝50人
阪神ひと・まち創造講座（2年制）
▶応募資格神戸・阪神地域に在
住の56歳以上　▶募集定員30人
いずれも▶募集期間2月8日～同
3月3日▶申込・問合せ同カレッ
ジ（☎0797－85－8880）
自然観察はじめ隊の参加者
「シイタケのほだ木づくり」
▶とき2月14日（日）午前10時
～正午　▶ところ一庫公園　▶
参加費300円　▶定員20人（親
子 参 加 可 ）　 ▶申込・問合せ
一庫公園管理事務所（☎794－
4970）
草木染め体験の参加者
▶とき3月13日（土）午前10時
～同14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　▶内容草木染め、
野外料理作りなど　▶対象制限
なし※未成年のみの参加不可　
▶定員50人　 ▶参加費大 人 ＝
3,000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2月16日までに青少
年いこいの家（☎768－0614）

講座・教室
花と緑の教室
「エリカの寄せ植え」
▶とき2月20日（土）午前10時
30分～正午　▶ところ一庫公園　
▶参加費2,000円　 ▶定員20人　
▶申込・問合せ一庫公園管理事
務所（☎794－4970）
子育て支援ボランティア研修会
▶とき2月15日（月）午前10時
～正午　▶ところ子育て支援セ
ンター　▶テーマ子育て支援の
ありかた　▶講師寺見陽子さん

（神戸松蔭女子学院大学教授）　
▶対象町内在住の子育て支援に
携わっている人・関心のある人　
▶定員先着30人　▶申込・問合
せ同センター（☎766－7800）
子育て支援講座
▶とき2月26日（金）午前10時
～正午　▶ところ文化体育館　
▶テーマ笑って学ぶ子育てのコ
ツ　▶講師岩城敏之さん（キッ
ズいわきぱふ代表）　▶対象・
定員町内在住の0歳～就園前の
子どもと保護者＝先着50組、子
育てに関心のある人＝先着20人　
▶申込・問合せ子育て支援セン
ター（☎766－7800）

お知らせ
町農業委員会委員選挙を実施
　任期満了にともなう町農業委
員会委員選挙を次のとおり実施
します。
【告示日】3月9日（火）
【選挙期日】3月14日（日）
　これに先立ち立候補予定者説
明会などを次のとおり開催しま
す。
【立候補予定者説明会】▶とき
2月19日（ 金 ） 午 後1時30分 ～　
▶ところ水道庁舎1階会議室
【立候補予備審査】▶とき3月2
日（火）午後1時30分～　▶と
ころ役場2階会議室
▶問合せ選挙管理委員会事務局
（総務課内☎766－8708）
1月1日から2月28日は、はた
ちの献血キャンペーン
　冬場は輸血用血液が大変不足
する時期です。新成人はもちろ
ん、幅広い年齢層の献血へのご
協力をお願いします。
▶問合せ保健センター（☎766
－1000）

　特派員報告の紙面を取材し編集する特派員を募集します。
あなたも地域の情報や身近な話題を取材し、住民の皆さん
に猪名川町の魅力を伝えてみませんか。

広報いながわ「特派員」を募集

▶募集人員　1人
▶資格　町内在住、普通自
動車運転免許証所持者
▶報償月額　4万円
▶仕事の内容　いながわ特
派員報告の取材と紙面の編
集（経験は問いません）
▶選考　書類審査と面接 ※
面 接 日 は2月24日（ 水 ） 午
後（詳細は別途通知します）

▶申込方法　市販の履歴書
に 必 要 事 項 を 記 入 し、「 い
ながわ特派員として取材し
たい話題」をテーマにした
原 稿 用 紙2枚（800字） 程 度
の作文（ワープロ可）を添
付
　申込み・問い合わせは、
2月17日 ま で に 総 務 課（☎
766－8707）へ。

固定資産税・都市計画税（第
4期分）、国民健康保険税
・後期高齢者医療保険料（第
8期分）、介護保険料（第9期
分）の納期限は3月1日です

お忘れなく！お忘れなく！

＜４＞広　報　い　な　が　わ 平成２２年（2010年）２月１日


