
今月の天文台イベント
＜ハートレイ第2周期彗星観望
会＞▶とき10月2日（土）午後6
時～同9時30分
＜メシエマラソン第10回＞▶
とき10月9日（土）午後6時30分
～同9時30分
＜木星観望会＞▶とき10月10日
（日）、同16日（土）午後6時～
同9時30分
＜アンドロメダM31観望会＞▶
とき10月30日（土）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）
秋のお茶会
▶とき10月24日（日）午後1時
～同3時　▶ところ静思館　▶
内容抹茶席・煎茶席　▶主催町
茶道協会　▶問合せ同協会（☎
766−2851）
きらっと☆北摂フェスティバル
▶とき10月16日（土）、同17日
（日）午前10時～午後4時　▶
ところ県立有馬富士公園　▶内
容コンサート・地元農産物の
販売など　▶問合せ阪神北県
民局県民協働課（☎0797−83−
3136）

募　集
地域密着型サービス事業者
　町内でサービスを提供する地
域密着型サービス事業所（小規
模多機能型居宅介護事業所）を
募集します。なお、募集要項の
配布は健康課で行っています。　
▶ 応 募 期 間10月4日 ～ 同29日　
▶問合せ同課（☎766−8781）
でまえ講座「つくってあそぼ
う」の参加者
▶とき10月29日（金）午前10時
～同11時　▶ところ六瀬住民セ
ンター　▶内容簡単な工作と親
子で楽しめるふれあい遊び　▶
対象町内在住の1歳6カ月から就
園前の子どもと保護者　▶定員
先着10組　▶申込・問合せ子育
て支援センター（☎766−7800）
お母さんが知っておくと良い子
どものための救急法の参加者
▶とき11月8日（月）午前10時

～同11時30分　▶ところ子育て
支援センター　▶内容子どもの
怪我や病気の応急処置と心肺蘇
生法　▶講師救急アドバイザー　
▶対象町内在住就園前の子ども
と保護者　▶定員先着15組（託
児＝13人）　▶申込・問合せ同
センター（☎766−7800）
集まれ！いながわ自然発見 ～
秋の実りを探してみよう! ～
▶とき11月7日（日）午前10時
～午後3時　▶ところ青少年い
こいの家周辺　▶内容自然観察
と木の実の学習　▶対象子ども
と保護者　▶定員先着15家族50
人　▶持ち物おわん、おはし、
飲料水、帽子、軍手、ビニール
袋など　▶参加費1人500円（当
日徴収）　▶申込・問合せ10月
28日までに住所・参加者全員の
氏名（ふりがな）・電話番号・
学年または年齢を記入し、FAX
または持参で生涯学習課（☎
767−2600、FAX766−8904）
猪名川オープンテニス大会
▶とき男子＝11月7日（日）（予
備日＝同14日）午前9時～、女
子＝同9日（火）（予備日＝同10
日）午前9時～　▶ところスポー
ツセンター　▶募集数男女各
ダブルス先着20組　▶参加資格
オープン（コーチ・全日本クラ
ス出場経験者ペアは不可）　▶
参加費1チーム4,000円　▶申込・
問合せ10月22日までに電話で予
約後、往復はがきで町テニス協
会（☎090−9111−4538、〒666
−0299猪名川郵便局私書箱第7
号）
第１回北摂３町民ゴルフ懇親会
▶とき12月6日（月）　▶ところ
鳴尾ゴルフ倶楽部　▶参加資格
猪名川町・豊能町・能勢町在
住・在勤で18歳以上のアマチュ
アプレイヤー　▶募集人数猪名
川町枠12組、48人（多数抽選）　
▶参加費15,000円（キャンセル
料5,000円）　▶申込期間10月6
日～同15日（消印有効）　▶申
込方法往復はがきに住所、氏名
（ふりがな）、生年月日、性別、
電話番号（1枚で4人まで）を記
入し同倶楽部北摂3町民ゴルフ
大会宛（〒666−0155川西市西
畦野字金ヶ谷1−4）　▶問合せ
町ゴルフ協会事務局田尻浩一宅

（☎766−1713）
甲種防火管理再講習の受講者
▶とき12月3日（金）午後1時30
分～同4時30分　▶ところ消防
本部　▶対象者収容人員300人
以上の特定防火対象物の防火管
理者で平成18年3月31日以前に
新規講習を修了した人　▶受講
料1,500円　▶受付期限10月8日　
▶申込・問合せ同本部（☎766
−0119）

講座・教室
おはなしボランティア講座
▶とき10月27日（水）午前10時
～同11時30分　▶ところ生涯学
習センター　▶定員先着30人　
▶参加費無料　▶その他託児
あり（同15日まで受付）　▶申
込・問合せ中央公民館（☎766
−8432）
認知症サポーター養成講座（初
級編）
　認知症を正しく理解し、認知
症を持つ人やその家族を温かく
見守り、安心して暮せるまちを
みんなで作ることを目指す第一
歩の講座です。
▶とき10月27日（水）午前10時
～正午　▶ところゆうあいセ
ンター　▶定員先着30人　▶参
加費無料　▶申込・問合せ同22
日までに同センター（☎766−
1200）
県立一庫公園のイベント
＜お釜でごはんをたいてみよう＞
▶とき10月16日（土）午前10
時～午後3時　▶定員先着30人　
▶参加費大人600円、子ども300
円（弁当のない人は350円追加）
＜どんぐりの森を育てよう＞
▶とき10月17日（日）午前10時
～正午　▶定員先着20人　▶参
加費300円
いずれも▶申込・問合せ同公園
（☎794−4970）

お知らせ
ふるさと館休館のお知らせ
　ふるさと館本館屋根改修工事
を実施するため、次のとおり休
館します。ご協力をお願いしま
す。
▶休館期間平成23年1月4日～同
3月31日　▶休館施設公園施設
を除く全館　▶問合せふるさと
館（☎768−0389）
献血にご協力を
▶とき10月8日（金）午前10時
～正午・午後1時15分～同4時　
▶ところ日生中央駅前バスロー
タリー横　▶対象200ml献血＝
16 ～ 69歳、400ml献 血 ＝18 ～
69歳の健康な人　▶問合せ保健
センター（☎766−1000）
い～ないながわ町かるた
　男女共同参画グループ「いき
生きライフ」が町内の名所、旧
跡、歴史、文化などを題材にし
たかるたを作成しました。かる
たを通じて、町をめぐる楽しい
旅ができます。1セット1,000円
（協力金）で配布しています。
▶問合せ企画財政課（☎766−
8711）　▶配布かるた配布連絡
所（☎766−7096）
ため池クリーンキャンペーン
　町は県と合同で、10月1日～
同30日まで、「ため池クリーン
キャンペーン」を実施します。
ため池へのゴミの不法投棄、釣
りなどのレジャーによるゴミの

放置はやめるよう心がけ、豊か
な自然環境を守りましょう。
▶問合せ農林商工課（☎766−
8709）
電気柵に気を付けてください！
　猪・鹿などの獣害から田・畑
の作物を守るために電気柵を設
置しています。電気柵には日
中、電気は通さないようにして
いますが、むやみに手を触れな
いようにご注意ください。
▶問合せ農林商工課（☎766−
8709）
近畿圏交通実態パーソントリッ
プ調査にご協力を！
　10 ～ 11月に近畿2府4県に在
住する人を対象とした近畿圏交
通実態調査を実施します。無作
為に抽出した世帯へ、郵送によ
り調査票を配布します。なお、
郵送調査の対象者以外の人もイ
ンターネット（https://kinki-pt.
jp/）での回答が可能です。ご
協力ください。▶問合せ県都市
計画課（☎078−341−7711）
兵庫県立こばと聴覚特別支援学
校学校公開デー
▶とき10月31日（日）午前9時
40分～正午　▶ところこばと聴
覚特別支援学校　▶内容公開
保育（1歳～ 5歳児学級）、作品
展　▶申込・問合せ10月22日ま
でに同校（☎0798−53−5061、
FAX0798−53−5062）
10月1日は「浄化槽の日」
　浄化槽は、下水道と同様に汚
水を処理することができます
が、正しく管理しなければ本来
の機能が発揮できません。
　所有者は、浄化槽の保守点検
と清掃、県水質保全センターに
よる法定検査などを行い、適正
に浄化槽を管理してください。
▶問合せ環境対策室（☎766−
8712）
北摂きらっと☆まち歩き・花と
味覚のスタンプラリー
▶応募期限平成23年3月6日　▶
ところ阪神北地域の観光施
設。 詳 し く はHP（http://www.
hankita-sannou.jp/kanko/）　▶応
募用紙設置場所阪急・能勢電鉄
主要駅　▶問合せ阪神北地域
ツーリズム振興協議会（☎0797
−83−3156）
難病医療相談会
▶とき 10 月 15 日（金）午後 2
時～同 4 時　▶ところ伊丹健康
福祉事務所　▶対象阪神圏域在
住の脊髄小脳変性症・多系統萎
縮症の患者とその家族　▶講師
二村直伸さん（兵庫中央病院医
師）　▶申込・問合せ同 7 日ま
でに同事務所（☎ 785 − 7462）
最低賃金が改定されます
　10月17日から兵庫県の最低賃
金が時間額734円に改定されま
す。この最低賃金は、県内の事
業場で雇用される、アルバイト
などを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）

イベント・催し

お忘れなく！お忘れなく！
町県民税（第3期分）、国
民健康保険税・後期高齢者
医療保険料（第4期分）、
介護保険料（第5期分）の
納 期 限 は11月1日 で す。
町税の納付は便利な口座振
替のご利用を！
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