
今月の天文台イベント
～メシエマラソン第2回～
▶とき3月5日（土）午後8時30
分～同9時30分
～今年最大の月を見よう～
▶とき3月20日（日）午後6時30
分～同9時30分
～水星観望会～
▶とき3月26日（土）午後1時30
分～同7時
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）
静思館事業　弥生ことのはよせ
▶とき3月20日（日）午後2時開
演　▶ところ静思館　▶内容宮
部みゆき作「紙吹雪」（幻色江
戸ごよみより）、木村裕一作「あ
らしのよるに」　▶朗読小林一
恵さん、吉村美映さん　▶定
員先 着50人　▶参加費1,000円　
▶申込・問合せ文化協会（☎・
FAX766―0013）
県立一庫公園のイベント
～春の芽を探して食べる～
▶とき3月19日（土）午前10時
～ 午 後3時　▶定員先 着20人　
▶参加費大人500円、子供300円
（弁当のない人350円追加）
～春の玄関を飾る寄せ植え～
▶とき3月19日（土）午前10時
～正午　▶定員先着20人　▶参
加費2,000円
～葉痕をさがす～
▶とき3月20日（日）午前10時
～正午　▶定員先着20人　▶参
加費300円　
～草木染めの布でお財布作り～
▶とき3月25日（金）午前10時
～ 午 後2時　▶定員先 着20人　
▶参加費1,000円（ 材 料 費 込 ）　
～ペットボトルロケットの作成
と試験発射～
▶とき3月27日（日）午前10時
～ 午 後4時　▶定員先 着20人　
▶参加費100円（中 学 生 以 上）　
▶材料費1,000円　
～身の回りのもので染めてみよ
う～
▶とき3月30日（水）午前10時
～ 午 後2時　▶定員先 着20人　
▶参加費600円～ 1,500円（材料
ハンカチ、エコバック、バンダ

ナ、シルクストールなど）　
いずれも▶申込・問合せ同公園
（☎794−4970）
青少年いこいの家のイベント
～じゃがいもの植付け～
▶とき4月2日（土）午前10時30
分～午後2時　▶ところ青少年
いこいの家　▶内容じゃがいも
の種いもを植付け～収穫まで世
話・クラフト（区画用の看板づ
くり）　▶対象年齢制限なし（未
成年のみの参加は不可）　▶区
画100区 画（ 多 数 抽 選・1区 画
約0.6m×3m）　▶持ち物お弁当　
▶参加費1区画＝1,500円※種い
も・クラフト・肥料代を含む　
▶保険料1人50円　▶申込・問
合せ3月18日までに往復ハガキ
またはメールで、希望区画数、
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、メールア
ドレスを記入し、同いこいの家
「じゃがいも植付け係」（☎768
−0614、 〒666−0224万 善 字 東
山6−1、Eメ ー ルikoinoie@aspf.
or.jp）　
～さわやかキャンプⅠ～
▶とき4月13日（水）午前10時
～ 同14日（木） 午 後2時（1泊2
日館内泊）　▶ところ青少年い
こいの家　▶内容春の山菜狩
り・野外料理づくり・里山散策・
など　▶対象50歳以上の人　▶
定員先 着15人　▶参加費4,500
円※食費・宿泊費・保険料を含
む　▶申込・問合せ3月5日～同
27日午後5時までに同いこいの
家（☎768−0614）
～親子わくわくキャンプⅠ　
キャンプ基本編～
▶とき4月23日（土）午前10時
～同24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　▶内容野外料理
づくり・火おこし体験・クラ
フト・自然散策など　▶定員60
人（多数抽選）　▶参加費大人
3,000円、 小 人2,000円（ 小 学 生
以下）、3歳以下保険料159円の
み　※食費・宿泊費・保険料な
どを含む　▶申込・問合せ3月
25日までに、往復ハガキまたは
メールで、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、同い
こいの家「親子わくわくキャン
プⅠ」係（☎768−0614、〒666
−0224万善字東山6−1、Eメー
ルikoinoie@aspf.or.jp）

募　集
不法投棄防止対策パトロール員
▶募集人数2人（面接あり）　▶
業務不法投棄防止のための監
視、廃棄物の回収作業など　▶
勤務時間午前8時45分～午後5時
30分（月10日勤務、隔日出勤）　
▶賃金日給8,360円　▶その他
普通自動車免許（AT限定不可）、
ハローワークの紹介状が必要　
▶申込・問合せ3月14日までに
環境対策室（☎766−8712）
健康づくり講演会「免疫力を高
める食事」の参加者
▶とき3月19日（土）　午後2時
～同3時30分　▶ところゆうあ
いセンター　▶内容食事から免
疫力をアップし、健康で元気に
暮らすコツを学ぶ　▶講師大隈
昌美さん（管理栄養士）　▶定
員先着20人　▶参加費無料　▶
申込・問合せ3月10日までに同
センター（☎766−1200）
人形劇鑑賞会の参加者
▶とき3月23日（水）午前10時
～同11時　▶ところ子育て支援
センター　▶出演人形劇のねこ
じゃらし　▶対象町内在住の1
歳半～就園前の子どもと保護者　
▶定員先着30組　▶申込・問合
せ同センター（☎766−7800）
つくってあそぼうの参加者
▶とき4月5日（火）午前10時～
同11時30分　▶ところ子育て支
援センター　▶内容ダンボール
でしかけトンネルを作って遊ぶ　
▶対象町内在住の2歳半～就園
前の子どもと保護者　▶定員先
着10組　▶申込・問合せ同セン
ター（☎766−7800）
自然満喫ハイキングの参加者
▶とき4月10日（日）午前9時30
分～午後2時　▶ところ町商工
会館前集合（雨天中止）　▶内
容自然満喫ハイキング（静思館・
松尾台・伏見台桜コース）　▶
対象20歳以上の人　▶定員先着
40人　▶参加費無料　▶主催商
工会女性部「歩こう会」　▶申
込・問合せ3月18日までに商工
会（☎766―3012）
第24回しいたけカップミック
スダブルステニス大会の参加者
▶とき4月17日（日）午前9時～
午後5時（予備日同29日）　▶と
ころスポーツセンター　▶定
員先着20組　▶参加資格オープ
ン（コーチ・全日本クラス者
は 不 可）　 ▶参加費1組3,000円　　
▶主催町テニス協会　▶申込方
法4月1日までに往復ハガキにペ
アの住所・氏名・電話番号を記
入して郵送（〒666−0299猪名
川郵便局私書箱第7号猪名川町
テニス協会）　▶問合せ町テニ
ス協会浅野宅（☎766−5474）

講座・教室
バスケットボール教室
▶とき3月5日（土）・同26日（土）
午前9時～正午　▶ところつつ
じが丘小学校体育館　▶対象町
内在住の小学校1 ～ 6年生　▶
参加費無料（申込不要・当日受
付）　▶指導者猪名川ボアーズ

コーチ　▶持ち物運動のできる
服装・体育館シューズ・タオル・
飲み物　▶問合せ町バスケッ
トボール協会永井宅（☎090−
1916−4098）
健康づくり教室「ピロリ菌除
去で “ 胃がんを防ごう ”」
▶とき3月18日（金）午後1時～
同2時30分　▶ところ保健セン
ター　▶講師坂田哲啓医師（坂
田診療所院長）　▶定員先着40
人　▶申込・問合せ同センター
（☎766−1000）
春休み短期水泳教室
▶とき3月29日（ 火 ） ～ 4月2
日（土）　▶ところ町B&G海洋
セ ン タ ー　▶コース・時間・
対象Aコ ー ス ＝ 午 前8時 ～ 同9
時（6歳以上～中学3年生）、B
コース＝午前9時～同10時（3
歳以上～ 6歳以下）  ▶参加費
5,000円　▶定員Aコ ー ス ＝60
人、Bコ ー ス ＝45人 ※ い ず れ
も先着　▶申込・問合せ同セ
ンター（☎767−4100）
ウォーキングセミナー
～背筋伸ばして代謝アップ
ウォーキング～
　お腹を引きあげ脂肪燃焼効率
の良いウォーキング姿勢作りを
体験しながら学び、実践で屋外
を歩きます（3km程度）。
▶ と き3月20日（ 日 ） 午 前10
時 ～ 同11時30分　 ▶ところス
ポーツセンター多目的室、屋外
ウォーキングコース　▶講師松
本崇さん　▶定員先着30人　▶
参加費無料　▶持ち物歩きやす
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）
行政書士法制定60周年記念市
民講座
▶とき3月19日（土）午後1時30
分～同4時10分　▶ところホテ
ル「ホップイン」アミング（JR
尼崎駅北）　▶内容①相続と遺
言書のはなし②自分が自分らし
くあるために「成年後見制度」
の解説と事例　▶定員先着70人　
▶料金無料　▶申込・問合せ兵
庫県行政書士会阪神支部（☎06
―6426―5123）

お知らせ
休日納税窓口のお知らせ
▶開設日時3月27日（日）午前
10時～午後3時　▶ところ日生
住民センター　▶対象平日に納
税相談のために役場へ行くこと
ができない人　▶問合せ税務課
（☎766−8782）
新卒応援ハローワーク
　大学生や短大生などの就活を
応援します。就職相談や情報提
供など支援メニューが盛りだく
さんです。
▶利用時間午前10時～午後7時
（土・日・祝日は休み）　▶問
合せ①神戸新卒応援ハローワー
ク（☎078−351−3371）②三宮
新卒応援ハローワーク（☎078
−231−8616）

イベント・催し

国民健康保険税・後期高齢
者医療保険料（第9期分）、
介護保険料(第10期分）
の納期限は3月31日です。

お忘れなく !お忘れなく !
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