
イベント・催し
今月の天文台イベント
＜土星ウイーク＞
▶とき5月1日（日）～同8日（日）
午後6時30分～同9時30分
＜みずがめ座流星群を見よう
＞
▶とき5月6日（金）午後8時～
同9時30分
＜第4回メシエマラソン＞
▶とき5月7日（土）午後8時30
分～同9時30分
＜二重星を見よう＞
▶とき5月21日（土）午後6時30
分～同9時30分
いずれも▶ところ猪名川天文
台　▶問合せ産業観光課（☎
766－8709）・同天文台（☎769－
0770）
静思館文化事業
北口功ギターコンサート
▶とき5月22日（日）午後2時～
▶ところ静思館　▶出演北口功
さん　▶内容ソル作曲モーツ
アルトの主題による変奏曲、
シューベルト作曲セレナーデ、
武満徹編曲によるイエスタデイ
など　▶定員先着50人　▶入場
料1,000円　▶申込・問合せ文
化協会（☎・FAX766－0013）
第8回さわやかオープンガーデ
ン
▶とき5月20日（ 金 ）・ 同22日
（日）・同24日（火）いずれも
午前10時～正午、午後1時～同5
時（雨天決行）　▶ところ町内
各所（日生連絡所などにガイ
ドマップを設置）　▶内容個人
宅、お店などの庭の見学　▶
主催NPO法人さわやか緑花クラ
ブ　▶問合せ福井宅（☎766―
1554）

募　集
第9回町長杯テニス大会
▶とき6月5日（日）午前9時（予
備日同12日）　▶ところスポー
ツグラウンドテニスコート　▶
参加資格主に町内のコートでプ
レーしている人（親睦試合です
ので上級者の参加はご遠慮くだ
さい）　▶募集数男女各ダブル
ス先着24組　▶参加費1組1,000
円※試合球としてダンロップ

フ ォ ー ト イ エ ロ ー 2個（ 未 開
封）　▶申込・問合せ電話連絡
のうえ、往復ハガキに住所・ペ
アの氏名・所属・電話番号を
記入し、町テニス協会（〒666
－0299猪名川郵便局私書箱第7
号）　▶問合せ同協会湯川宅（☎
090－1023－6111）
青少年いこいの家からの募集
～親子キャンプⅠの参加者～
▶とき6月11日（土）午前10時
～同12日（日）午後3時（1泊2日）
▶ところ青少年いこいの家　▶
内容ホタル観察、ナイトハイク、 
野外料理づくり、レクリエー
ションゲーム、  クラフト体験、
テント設営、屋外でのテント
泊、AED講習　▶対象・定員親
子80人（多数抽選）　▶参加費
（食費・宿泊費・保険料込）大
人3,000円、 小 学 生 以 下2,000円
※3歳以下は保険料159円のみ　
▶申込方法往復はがきまたはE
メールに、郵便番号・住所・参
加者全員の氏名（フリガナ）・
年齢・性別・電話番号・FAX番
号・メールアドレス・食べ物ア
レルギーの有無を記入のうえ、
「親子キャンプⅠ」係まで
～野外活動補助員の募集～
▶内容ボランティアとして、自
然体験活動における事前協議、
準備、打ち合わせなどの参加、
参加者への指導、安全管理補助
など　▶対象18歳以上　
い ず れ も ▶ 申 込・ 問 合 せ
〒666－0224万 善 字 東 山6－1
尼 崎 市 立 青 少 年 い こ い の 家
（☎・FAX768－0614、Eメール
ikoinoie@aspf.or.jp）
平成24年度採用　阪神福祉事
業団支援職員（準職員）
▶採用職種福祉施設支援員な
ど（知的障害児施設、障害者支
援施設、救護施設、特別養護老
人ホームの支援員）　▶採用予
定数若干名　▶受験資格昭和
46年4月2日以降出生の人で、高
校卒業以上の人（高卒は既卒者
のみ）　▶試験日5月26日（木）
作文試験・面接試験、同27日（金）
面接試験　▶採用予定日平成24
年4月1日　▶申込・問合せ5月
20日までに同事業団（☎078－
903－1661）

講座・教室
｢食育教室｣ 参加者募集
▶とき5月31日（火）午前10時
～午後0時30分　▶ところ子育
て支援センター　▶指導者町
いずみ会　▶内容食育の話や
親子クッキングなど　▶対象
町内在住3歳～就園前の子ども
と 保 護 者　▶定員先 着15組　
▶参加費300円　▶持ち物お茶・
お箸・手拭きタオル・エプロン・
三角布　▶託児先着7人（4カ月
～ 2歳）　▶申込・問合せ同セ
ンター（☎766－7800）
コア・リセット
▶とき6月7日 ～ 8月2日 の 毎 週
火曜日（7月19日除く全8回）午
前11時～正午　▶ところスポー
ツセンター　▶講師松本崇さん
▶定員25人　▶参加費4,200円
（ゴムバンドが必要な人は別途
1,050円）　▶申込・問合せ同セ
ンター（☎768－2277）
ランニングセミナー
▶とき5月29日（日）午前10時
～同11時30分　▶ところスポー
ツセンター　▶講師涌井康二さ
ん　▶定員20人　▶参加費無料
▶持ち物走りやすい服装・靴・
タオル・飲み物・帽子・サング
ラスなど　▶申込・問合せ同セ
ンター（☎768－2277）

お知らせ
「小児用肺炎球菌」と「ヒブ」
のワクチン接種を再開
　国では、専門家により因果関
係を調査し、現時点では安全性
上の懸念はないとの評価がなさ
れたため、4 月 1 日から接種が
再開されています。接種にあた
ってはかかりつけの医師と十分
相談のうえ、指定医療機関で接
種を受けてください。一時見合
わせにより接種間隔が遅れた場
合も助成対象になります。
▶問合せ保健センター（☎ 766
―1000）
小児慢性特定疾患医療受給者証
の更新申請について
▶受付期間5月2日（月）～ 6月
10日（金）（土・日・祝日は除く）
▶必要書類更新交付申請書、医
療意見書（医師記載）、健康保
険証の写し、所得証明証、世帯
全員分の住民票など※受給者証
をお持ちの人には更新申請書類
を郵送します。5月16日までに
届かない場合は連絡ください。
▶問合せ・提出先伊丹健康福
祉事務所地域保健課（☎785－
7462）
緊急通報システムの利用を
　町内在住で、日常生活を営
むうえで常時見守りが必要な

状態にある人に緊急事態が発
生した場合に備え、緊急通報
装置を貸与し、近隣の人の協
力を得て高齢者などの生命を
守ります。
▶対象お お む ね 65 歳 以 上 で
一人暮らしの人、一人暮らし
の重度身体障がい者（身体障
害者手帳 1 級または 2 級保持
者）   ▶その他電話回線が「Ｎ
ＴＴアナログ回線」以外の場
合はシステムが正常に作動し
ないことがありますので、事
前に相談ください　▶申込・
問合せ福祉課（☎ 766―8701）
児童福祉週間（5 月 5 日～同
11日）
標語「おいで　おいで　みんな
で一緒に遊ぼうよ」
　子ども達が家庭や地域におい
て、個性豊かに、たくましく育っ
ていけるような環境・社会をつ
くっていきましょう。
▶問合せ福祉課（☎766－8701）
「春の全国交通安全運動」の実
施について
　5月11日（水）～同20日（金）
まで、春の交通安全運動が実施
されます。期間中の10日間は交
通事故に注意して行動し、交通
事故発生を抑制することを目的
とした「交通事故死ゼロを目指
す日」と定められています。町
民一人ひとりが交通ルールを守
り、交通事故死ゼロを目指しま
しょう。
▶問合せ参画協働課（☎766－
8783）
赤十字活動資金に協力を
　日本赤十字社では、災害救
護、血液事業や国際活動など世
界の平和と福祉のための事業を
行っています。毎年5月を ｢赤
十字社員増強運動月間｣ とし、
これらの事業に協力していただ
ける社員（年額500円以上）を
募集しています。各自治会役員
などを通じて、皆さんの協力を
お願いします。
▶問合せ福祉課（☎766－8701）
調理師および製菓衛生師試験の
日程について
▶試験日時7月10日（日）午後1
時～同3時　▶願書受付5月9日
（月）～同16日（月）（土・日
曜日は除く）　▶合格発表8月15
日（月）　▶問合せ伊丹健康福
祉事務所食品薬務衛生課（☎
785－7463）

固定資産税・都市計画税
（全期・第１期分）軽自動
車税（全期分）、自動車税（普
通車）の納期限は５月３１
日です。

お忘れなく！お忘れなく！
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