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市政情報 topics
市政情報
求人・募集
案内

ミズノスポーツ教室

発表・鑑賞

市長賞 磯邉巖さん（一庫）―トマト
いちじく品評会（28 年 8 月 16 日開催）
県知事賞 石原有二さん（東久代）

セミナー
スポーツ

定員

ごみ
カレンダー

リボン体操教室

１月16日～３月27日の毎月曜日
午前９時半―10時半

一般・新体操の要素を取り入れた、
リボンを使ったストレッチ体操

15人

2,700円

ボール体操教室

１月12日～３月16日の毎木曜日
午前９時半―10時半

一般・新体操の要素を取り入れた、
ボールを使ったストレッチ体操

20人

2,700円

機能改善運動教室

１月６日～３月24日の毎金曜日
午前11時―正午

一般・１月は肩こり予防、２月は
腰痛予防、３月は膝痛予防

12人

4,320円

１月12日～３月30日の毎木曜日
午後５時10分―６時10分

３～５歳児・集団で楽しみながら、
ボールに慣れ親しむ

10人

4,320円

１月12日～３月30日の毎木曜日
午後６時20分―７時半

小学１～３年生・ドリブルやパスなど
10人
の大まかな技術要素を習得

5,400円

１月12日～３月30日の毎木曜日
午後７時40分―８時50分

小学４～６年生・基本的な個人戦術
トレーニング

5,400円

公民館

日時

対象・内容

健康・福祉
相談の案内

矢問農園は、
阪神間で最大規模の市民農園として、

高齢者
中央図書館
子育て

多くの市民が利用しています。
事業主体は兵庫六甲農業協同組合で、矢問農園管
理組合が管理。年３回、季節の野菜や土作りの講習
会を受けることができる他、10 月には農園祭を開
催しています。

農園は全 440 区画。現在、空き区画の利用申し
込みを受け付けています。１区画 24 平方㍍で、利

コラム

市民実感調査を実施

フォト
ニュース

問合せ 経営改革課

（740）
1120

市民の皆さんが、まちづくりをどのように感じて
いるのかを把握するため、市民実感調査を実施しま

す。無作為に抽出した 16 歳以上の市民 1,000 人を
対象に、１月 13 日㈮に調査票を発送。調査票が届
いた人は、31 日㈫までに返信してください。
この調査結果を施策に反映させ、市民の実感に基
づくまちづくりを進めます。
2017.01

10人

65歳以上も雇用保険の対象に

問合せ ハローワーク伊丹

（772）
8613

これまで雇用保険の適用外だった 65 歳以上の人

も、要件（１週間の所定労働時間が 20 時間以上で、
31 ⽇以上の雇⽤⾒込みがある場合）に該当すれば、
１月１日㈷から、雇用保険の被保険者になります。
事業主は３月 31 日㈮までに管轄のハローワーク
に届け出てください。

パレットかわにし登録グループ
説明会と交流会

用料は年間３万 857 円です。

市のまちづくりに反映

費用
（月額）

被保険者の範囲が広がります

阪神間で最大規模の市民農園
（792）
1299

（740）
1164

議会）。即売会などで、表彰者を選定しています。
昨年の受賞者は、下記の皆さんです。
ハウス果菜品評会（28 年６月８日開催）

教室名

問合せ 矢問農園管理組合

市特産のいちじくや栗など

市農業振興研究会などが中心となり開催している
品評会（北摂栗品評会の主体は北摂栗生産者連絡協

室を開催します。希望者は同館窓口へ（先
着順）
。詳しくは同館 （793）1888 へ。

矢問農園で利用申し込みを受け付け

品評会の受賞者が出そろう

問合せ 産業振興課

昨年、リニューアルオープンした市民体
育館で、ミズノ㈱が下表の通りスポーツ教

フットサルスクール
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受講生募集

問合せ

市民活動センター （759）
1826
男女共同参画センター （759）
1856

利用登録の説明会とグループ同士の交流会を下記

の通り開催します。
時 １月 26 日㈭午後１時半―３時半（26 日に参加
できないグループは 28 日㈯午前 10 時―正午。要
予約）▷ 場 市民活動センター・男女共同参画センター
▷ 対 営利を目的としない市民活動や、男女共同参画
社会の実現に向けた活動を行うグループ▷ 他 保育あ
り（１歳半～就学前。先着８人。１月 19 日㈭まで
に予約を）

市長賞 今西慶春さん（久代）
北摂栗品評会（28 年 10 月５日開催）
県知事賞 河野重員さん（若宮）―銀寄
市長賞 大向善信さん（若宮）―銀寄

男女
共同

青少年の健全育成を考える

問合せ 地域こども支援課

種 種目

費 費用

定 定員

lecture

テーマは「みんな価値あるいのち―世界 60 か
国を巡った助産師からのメッセージ」
男女共同参画社会の実現に向けた取り組みや
ジェンダー問題に関心のある、公募で選ばれた

市民企画員による手作りの講演会です。
時 ２月４日㈯午後２時―４時▷ 場 アステホール
▷ 講 国際助産師の小川圭子さん▷ 定 150 人▷

他 保育あり（１歳半～就学前。先着８人。１月

26 日㈭までに予約を）▷
申
先 １月５日㈭か
ら、市役所２階の人権推進

室や男女共同参画センター
などに備え付けの申込用紙
（市ホームページからダウ
ンロード可）に必要事項を
書き、同室へ
問合せ 人権推進室

（740）
1150

（740）
1151

（740）
1215

市 PTA 連合会がフォーラムを開催します。
「Love
begins at home―愛は家庭からはじまる」をテー
マに、ツイッター連動型の企画や食育について講演
する他、青少年の表彰なども行います。
時 １月 21 日㈯午後０時半―３時半▷ 場 文化会館

救命講習会を開催します

心肺蘇生法やAEDの使用方法を学ぶ

問合せ 消防課

内 内容

webから
E-mailで 窓 窓口のみ 先 先
ファクス番号
ホームページ
E-mail

市民企画員企画講演会

農林産物品評会（28 年 11 月 13 日開催）
県知事賞 山田孝子さん（加茂）―キャベツ
市長賞 中西康子さん（笹部）―ハクサイ

市PTCAフォーラムを開催

講 講師

特別児童扶養手当の支給

対象は障がいを持つ子どもを養育している人

問合せ 子育て・家庭支援課

（740）
1179

以下の人を対象に手当を支給しています（所得制
限あり）。支給月は原則４・８・11 月です。
対象は、身体や精神に重度または中度の障がいが
ある、20 歳未満の子どもを養育している父母。ま
たは父母に代わって、その子どもを養育している人。

（759）
9980

心肺蘇生法や AED の使用方法の講習会を下表の
通り開催します。
主に成人に対する講習です。普通救命講習Ⅱは、
福祉施設職員やスポーツインストラクターなど、職
業上、心肺停止者への応急対応を期待される人（一
般可）が対象。
定 各 40 人▷ 他 参加賞あり▷ 申 窓 先 各受付開始日以
降に消防課へ
【普通救命講習Ⅰ】
（３時間講習）
開催日

講習時間

受付開始日

１月31日㈫

午後１時～４時

１月４日㈬

２月20日㈪

午後１時～４時

１月20日㈮

３月９日㈭

午後１時～４時

２月９日㈭

３月22日㈬

午後１時～４時

２月22日㈬

【普通救命講習Ⅱ】
（４時間講習）
開催日

講習時間

受付開始日

２月１日㈬

午後１時～５時

１月４日㈬

※都合により開催日を変更する場合があります

１月10日は110番の日

緊急時以外は「県警なんでも相談電話」
へ

問合せ 県警なんでも相談電話

#9110

110 番は、事件や事故に遭った、または目撃し
た時に、いち早く警察に通報する緊急電話です。
緊急の対応を必要としない問い合わせなどは、
「県
警なんでも相談電話」へ。

納期限は１月 31 日㈫です
市・県民税
（第４期）
課税については市民税課 （740）1132、納付について
は市税収納課 （740）1134へ。

国民健康保険税〈第７期〉
後期高齢者医療保険料〈第７期〉
介護保険料〈第７期〉
詳しくは保険収納課 （740）
1177、長寿・介護保険課
（740）1148へ。
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