
イベント・催し
今月の天文台イベント
＜水星観望会＞
▶とき4月10日（土）午後6時～
同9時30分
＜メシエマラソン第4回＞
▶とき4月17日（土）午後6時30
分～同9時30分
＜土星観望会＞
▶とき4月24日（土）午後6時～
同9時30分
＜金星とプレアデス観望会＞
▶とき4月25日（日）午後6時～
同9時30分
いずれも▶ところ猪名川天文
台　▶問合せ農林商工課（☎
766−8709）・同天文台（☎769
−0770）
地域スポーツのつどい
<大島小学校区>
▶とき4月18日（日）午前9時～
午後1時　▶ところ大島小学校　
▶種目グラウンドゴルフ　▶問
合せ生涯学習課（☎767−2323）

募　集
ぶんちゃか座のおさわがせ
ミュージックシアターの参加者
▶とき4月23日（金）①午前10
時～同10時45分②同11時15分～
正午　▶ところ子育て支援セン
ター　▶内容パネルシアターと
親子ふれあいあそび　▶講師嘉
仁さん（ＮＰＯ法人生涯学習サ
ポート兵庫）　▶対象町内在住
1才6カ月～就園前の子どもと保
護者　▶定員各先着25組　▶申
込・問合せ同センター（☎766
−7800）
平成22年度子育てグループ
「りんご」の参加者
▶活動日基本的に第2、第4水曜
日午前10時～同11時30分　▶活
動場所子育て支援センター　▶
対象町内在住の平成20年10月1
日～平成21年4月1日生まれの子
どもと保護者　▶定員18組（多
数抽選）　▶内容季節の行事や
学習会、親子ふれあい遊び　▶
参加費600円（年間保険料・任
意）、その他実費が必要な場合
有り　▶その他他の登録子育
てグループとの重複加入は不
可　▶申込・問合せ4月13日午
後5時までに同センター（☎766

−7800）
自衛官募集
　幹部候補生（一般・技術）、
一般曹候補生を募集します。
▶申込・問合せ自衛隊伊丹地域
事務所（☎783−9609）
イナガワトムソーヤーズ（ジュ
ニアリーダー養成講座）の参加
者
▶とき4月25日 ～翌年3月13日
（全12回）▶内容サマーキャ
ンプ・ハイキングなど　▶対
象町内在住の小学4年生～中学
3年生　▶定員先着50人　▶参
加費20,000円（保険料など含む）　
▶申込・問合せ4月11日までに
社会教育施設および日生・六瀬
住民センターに備え付けの申込
用紙に必要事項を記入し、郵送
またはＦＡＸで野外活動指導
者会山田宅（〒666−0262伏見
台5−3−71、☎・ＦＡＸ766−
8360）
集まれ!いながわ！自然発見
～山野草を観察しよう～
▶とき4月25日（日）午前9時30
分～午後3時　▶内容山野草の
観察と調理・試食　▶ところ南
田原周辺～社会福祉会館　▶
対象子どもとその保護者　▶
参加費1人500円（小学生以上）　
▶問合せ生涯学習課（☎767−
2600）
自然観察はじめ隊！「春の生き
物観察会」の参加者
▶とき4月18日（日）午前10時
～正午　▶ところ一庫公園ネイ
チャーセンター　▶参加費300
円（保険代含む）　▶定員20人
（親子のみ）　▶申込・問合せ
一庫公園管理事務所（☎794−
4970）
平成22年度「地域づくり活動
応援（パワーアップ）事業」の
参加団体
　地域の課題解決に向け、地域
団体が他団体と協働しながら実
施する、地域特性を活かした活
動に対し助成します。
＜助成内容＞▶助成対象①地域
内で実施する活動　②市町域を
越えて実施する活動　▶助成金
額1件あたり50万円以内※金額
は地域づくり活動支援会議（公
開審査会）で決定　▶募集期限
5月17日　▶問合せこころ豊か

な美しい阪神北推進会議事務
局（阪神北県民局☎0797−83−
3137）
バドミントン審判講習会（猪名
川町バドミントン協会主催）
▶とき4月18日（日）午前10時
30分～同11時30分　▶ところ文
化体育館　▶参加費無料　▶
対象町内在住・在勤・在学の
人　▶指導的場幸枝さん（日本
バドミントン協会公認審判員）　　
▶その他運動のできる服装、体
育館シューズ持参　▶問合せ冨
田宅（☎・ＦＡＸ766−4585）
親子わくわくキャンプⅡの参加
者
▶とき5月15日（土）午前10時
～同16日（日）午後3時（1泊2
日）　▶ところ青少年いこいの
家　▶内容野外料理づくり・テ
ント設営・火おこし・クラフト
づくりなど　▶対象親子　▶定
員60人（多数抽選）　▶参加費
中学生以上＝3,000円、4歳～小
学6年生＝2,000円、3歳以下＝
約140円程度（保険代）　▶申込・
問合せ往復ハガキに参加者全員
の郵便番号・住所・氏名（フリ
ガナ）・年齢・性別・電話番号・
ＦＡＸ番号・食べ物アレルギー
の有無を記入し、4月16日まで
に同いこいの家（〒666−0224
万善字東山6−1、☎768−0614）
ジュニアキャンプⅠの参加者
▶とき6月5日（土）午前10時～
6月6日（日）午後3時（1泊2日）　
▶ところ青少年いこいの家　▶
内容野外料理づくり・テント設
営・クラフトづくりなど　▶対
象小学3年生～小学6年生　▶定
員40人（多数抽選）　▶参加料
1人3,000円※食費・宿泊費・保
険料などを含む　▶申込方法往
復ハガキに参加者全員の郵便番
号・住所・氏名（フリガナ）・
年齢・性別・学年・電話番号・
ＦＡＸ番号・食べ物アレルギー
の有無を記入し、4月28日まで
に同いこいの家（〒666−0224
万善字東山6−1、☎768−0614）

お知らせ
国民年金保険料が変わります
　平成22年度の国民年金保険料
は月額14,660円から月額15,100
円に改定されます。
　なお、国民年金保険料の納付
が困難な学生の人は学生納付特
例制度、学生以外の人は申請免
除制度をご利用ください。
▶ 問 合 せ 健 康 課（ ☎766−
8781）・尼崎年金事務所（☎06
−6482−4591）
4月は山火事予防月間
　山火事を起こさないために、
次のことに注意しましょう。
○たばこの投げ捨てをしない　

○枯草などまわりに燃えやすい
物がある場所では、たき火をし
ない○たき火のそばを離れると
きは、完全に消火してから離れ
る
▶問合せ消防本部（☎766−
0119）
春の全国交通安全運動
　4月6日から同15日までの10日
間、春の全国交通安全運動が実
施され、期間内の4月10日は「交
通事故死ゼロを目指す日」と定
められています。一人ひとりが
交通ルールを守り、交通安全を
心がけましょう。
▶問合せコミュニティ課（☎
766−8784）
チリ大地震義援金にご支援を！
　2月27日にチリで大規模な地
震が発生し、甚大な被害をもた
らしています。日本赤十字社で
は、4月30日まで義援金の募集
を行っています。
　ゆうちょ銀行窓口での取扱い
の場合、振込手数料は無料で
す。通信欄に「チリ大地震」と
記載してください。この義援金
は、税法上の優遇措置（特定寄
付控除）の対象となります。皆
様の温かいご支援をよろしくお
願いします。
▶郵便振替口座00110−2−5606　
（名義:日本赤十字社）　▶問合
せ福祉課（☎766−8701）
司法書士無料法律相談会
▶とき毎週火曜日（祝日の場合
は休み）の午後6時30分～同8時
（予約不要）　▶ところカリヨ
ンホール　▶相談内容相続・遺
言・離婚・裁判・登記・多重債務・
借地借家・成年後見など　▶料
金無料　▶問合せ県司法書士会
（☎078−341−2755）

4月から6月のし尿収集日程
地区名 4月 5月 6月

肝川･銀山･広根 1 6 1・2
上 野･柏 梨 田 2・5 7 3
紫合･猪名川荘苑 6・7 10 4・7
原 ･ 民 田 8 11 8
上 阿 古 谷 8 11 8
北 野 9 12 9
北 田 原 9 12 9
万 善･槻 並 12 13 10
木 津･東 山 13 14 11
木 津 上 13 14 11
木間生･杤原･林田 14 17 14・15
笹 尾 15 18 16
清 水･清 水 東 16・19 19 17・18
仁 頂 寺･島 20 20 21
鎌 倉 21 21 22

杉 生 22
23・26

24
25・26

23
24・25

西 畑･柏 原 27
28・30

27
28・31

28
29・30

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

　このたび、図書館での貸出に加え、日生・六瀬住民センター
においても当月分のみのＶＨＳビデオ・ＤＶＤビデオの貸出を
開始しました。ぜひご利用ください。なお、各施設でのテレビ
放映は、機器の老朽化により廃止しましたので併せてお知らせ
いたします。

　問い合わせは、総務課（☎766−8707）へ。

3 月からの変更内容
貸出場所 図書館（過去分も貸出）

日生・六瀬住民センター（当月分のみ貸出）
貸出媒体 ＶＨＳ・ＤＶＤ
貸出開始日 Ｊ－ＣＯＭでの放映開始日より

ふるふる！いながわの DVD 貸出開始！

＜６＞広　報　い　な　が　わ 平成２２年（2010年）４月１日


