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くらしの講座を開講

賃貸住宅契約の注意点を弁護士がレクチャー

郷土館

問合せ 消費生活センター

求人・募集
発表・鑑賞
案内
公民館

＠郷土館
まっち

中央図書館

燐寸コレクション展

２/ ８㈬～３/ ３㈮

吊るし雛さるぼぼ展

ひな

大正期に作られた吹き抜けの源氏枠を持つ珍しい内裏

活センターへ

びなや、昭和のひな飾り（古今びな）、元禄花飾り人形や

ごみ
カレンダー

市松人形などを展示。２月５日㈰午前 11 時―正午は雲雀

セミナー
スポーツ

鳥インフルエンザの対策について

健康

問合せ 産業振興課

（740）
1164

相談の案内
福祉
高齢者

県内で高病原性鳥インフルエンザが発生したた
め、県全域で警戒を強め、県が養鶏場への巡回立ち
入り調査や渡り鳥のふん便検査などを行っていま
す。本市には養鶏場はありませんが、死亡野鳥の調
査協力などを行っています。
鳥インフルエンザは、感染した鳥との濃密な接触
などの特別な場合を除いて、通常、人には感染しな
いと考えられています。日常生活においては、過度
に心配する必要はありませんが、下記の「野鳥など

子育て

との接し方」を参考に注意してください。
同じ場所でたくさんの野鳥などが死亡していた

コラム

ら、産業振興課または県阪神農林振興事務所里山・
（562）1392 に連絡してください。休
森林課 079
日・夜間は市役所代表 （740）1111へ。
【野鳥などとの接し方】
・死亡した野鳥など野生動物は素手で触らないでく
ださい
・野鳥は餌が採れずに衰弱したり、環境の変化に耐

フォト
ニュース

えられないなど、さまざまな原因で死亡します。野
鳥が死んでいても、鳥インフルエンザを直ちに疑う
必要はありません

・不必要に野鳥を追い立てたり、捕まえようとしな
いでください
2017.02

問合せ 環境創造課

郷土館 （794）
3354

野鳥との接し方に注意を

問合せ 学務課

（740）
1256

今春、市立小・中学校に入学する子どもの保護者
に、入学通知書を１月下旬に発送しました。届いて

いない場合は学務課へ連絡してください。入学式は
小学校が４月 10 日㈪、中学校が 11 日㈫。入学説
明会の日程は下記の通りです。
なお、私立などの学校に入学する人は届け出が必
要です。入学に関する証明書（入学予定の学校から
発行されたもの）と入学通知書を持って市役所３階
の同課へ。

入学説明会

環境の保全・創造について意見を募集

よる演奏会を開催します。
問合せ

私立学校に入学する人は届出が必要

第２次川西市環境基本計画（案）

丘学園中学校・高等学校のギター・マンドリンクラブに

・野鳥など野生動物の排泄物などに触れた後には、
手洗いとうがいをすれば、過度に心配する必要はあ
りません
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就学や就職、転勤のシーズン前に知っておきたい、
賃貸住宅を契約するときの注意点などを分かりやす
く解説します。
時 ２月 22 日㈬午前 10 時半─正午▷ 場 市役所２階
会議室▷ 講 京都弁護士会所属弁護士の長野浩三さん
▷ 定 50 人▷ 他 保育あり（１歳半～就学前。先着４人。
先 ２月１日㈬
２月 14 日㈫までに予約を）▷ 申
から講座名、住所、氏名、電話番号を書き、消費生

２/１ ～４/２
２/ １㈬～３/10 ㈮

（740）
1168

テーマは「弁護士から学ぶ賃貸住宅の契約トラブ
ル！―入居から退去まで」。

人形展
午前 10 時―午後４時半

（740）
1333

市立小・中学校の入学通知書を発送

まちなか被災シミュレーション
まち歩きをしながら災害非難を体験

問合せ 市民活動センター

（759）
1826

（759）
1891

時 ２月

25 日㈯午後１時―４時半▷ 場 阪急・能勢電
鉄「川西能勢口」駅西改札口前集合▷ 講 NPO 法人
「日常生活支援ネットワーク」の椎名保友さん▷ 内
まち歩きをしながら、障がいがある人や子どもなど
他者の目線でまちを見直す災害避難シミュレーショ
ンのワークショップ▷ 費 500 円▷ 定 15 人▷ 申
先 市民活動センターへ

空き区画の利用者を募集

４月から市民農園を利用してみませんか

問合せ 産業振興課

（740）
1164

（740）
1332

４月からの市民農園の利用者を募集しています。
申
抽 ２月 13 日㈪までに、住所、氏名、電話番

号を産業振興課へ。申し込み内容は、市から各農園
管理組合に提供し、後日現地説明会について組合か

ら連絡をします
【グリーンファーム川西・西畦野】
７区画（１区画約 40 平方㍍）。期間は４月から 30
年３月 31 日まで。費用は年 9,000 円。
対 市民で、徒歩か自転車、バイクで来園可能な人▷
他 ２月 19 日㈰、22 日㈬に現地説明会を実施

【菖蒲ケ瀬農園】
１区画（１区画約 40 平方㍍）１世帯。期間は４月
から 30 年３月 31 日まで（更新可）。費用は年１万円。
対 市民▷ 他 ２月 19 日㈰に現地説明会を実施（近隣
に駐車スペースあり）

（740）
1202

（740）
1336

19 年に策定した市環境基本計画の計画期間が今
年度末で終了します。このため、具体性・実現性の
高い第２次川西市環境基本計画（案）を策定しまし
た。
現行の計画の基本的な考えと取り組みを継承しつ
つ、これからの時代を見据えた案になっています。
同案は、２月３日㈮から３月４日㈯まで、市ホー
ムページに掲載する他、市役所分庁舎、市役所２階
の市政情報コーナー、各公民館、大和行政センター、
中央図書館、アステ市民プラザ、パレットかわにし
などで閲覧できます。
意見がある人は３月４日（必着）までに、住所、
氏名、年齢、意見（書式自由）を書き、環境創造課
へ郵送かファクスで提出してください。市ホーム
ページの意見提出フォームから送信可。
なお、電話での意見の受け付けや意見に対する個
別の回答は行いません。意見をとりまとめ、市の検
討結果とともに市ホームページなどで公開する予定
です。

子どもが主役のフリーマーケット

出店者
発表団体

締め切りは２月 13 日

子どものころから、楽しくごみ減量やエコ体験ができる
「キッズ『り・ぼ・ん』
」に参加してみませんか
問合せ

３/18

美化推進課

（744）
1170

午前 10時―午後３時半 ＠市役所

環境に関するワークショップやお手伝いなどでため
るポイントと、商品を交換するフリーマーケット。子
どもたちが店長や客となって体験するイベントです。
出店者
使わなくなったおもちゃや洋服、靴などを出品する

参画と協働のまちづくり調査を実施
2,000人を対象に調査票を送付

問合せ 参画協働室

（740）
1600

参画と協働のまちづくりについて、市民の皆さん
が何を必要と感じているのか把握するための調査を
実施します。

無作為に抽出した 16 歳以上の市民 2,000 人を対
象に、２月３日㈮に調査票を発送。
調査票が届いた人は、24 日㈮までに返信してく
ださい。この調査結果を生かして、参画と協働のま
ちづくりを進めます。

グループを募集。
対 小学３～６年生の市民（１グループ１～３人、保護

者同伴）▷ 定 20 グループ▷ 申 郵

抽 市役所と分庁舎

２階の美化推進課に備え付けの申込用紙
（市ホームペー
ジ、または右記２次元コードから申し
込み可）に必要事項を書き、２月 13
日㈪（必着）までに、〒 666―0011・
出在家町１―11 の同課へ
ステージ発表団体
ステージで吹奏楽やダンスなどのパフォーマンス
（10 分程度）を行う団体を募集。子どもが出演する団体
を優先。詳しくは市ホームページまたは美化推進課へ。
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