
【金賞】（ポスター）
明峰小学校 6 年生
　　　　　髙橋　佳奈さん

「 いつまでも
　   　のこしておきたい
　　   　　　　きれいな歯」

【最優秀賞】（標語）
加茂小学校 6 年生
　　　　　松尾　佳音さん

8 月 1 日㈮にオープンする
アステ市民プラザ（アステ
川西６階）内に、美術・工
芸などを展示できる「アス
テギャラリー」を開設します。

展示室は 51.5 平方㍍で、水曜日から月曜日の
６日間を１区分（有料）。１回に連続する２区分
まで申し込めます。利用時間は午前 10 時から午
後７時（最終日は午後５時）まで。

使用料は６日間で市内在住の利用者は 48,000
円、それ以外の利用者は 64,000 円。入場料など
を徴収するときは、使用料の５割に相当する額が
加算されます。

27 年 6 月使用分の申し込みは、6 月 2 日㈪午
前 9 時 15 分から市役所地下１階会議室で受け付
け（受付開始時に応募多数の場合は抽選）。27 年
5 月までの使用分は、市役所 2 階のアステ市民プ
ラザ開設準備担当で受け付け中です。詳しくは同
担当☎（740）1115 へ。
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市消防本部で
は、皆さんが事
故に遭ったとき
に役立つ救急安
心カード（きん
す け く ん カ ー

ド）の利用を促進しています。このカードに掛か
りつけの病院や持病、普段飲んでいる薬などの情
報を書き、携帯したり自宅の冷蔵庫に貼り付けて
おくことで、駆け付けた救急隊がその情報を確認
し、スムーズに搬送や処置を行うことができます。

カードは市役所、消防署、消防出張所などに備
え付けているほか、市ホームページからもダウン
ロード可。詳しくは消防課☎（759）9980 へ。

アステ市民プラザ内
「アステギャラリー」の利用を

27 年 6 月使用分の受け付け開始

きんすけくんもオススメ！
救急安心カードの活用を

行政情報

４月から消費税率が８％に引き上げられたことに
伴い、所得の低い人や子育て世帯への負担を緩和す
るため、臨時的措置として「臨時福祉給付金」また
は「子育て世帯臨時特例給付金」を支給します。

対象と思われる人へ７月初旬に申請書を送付しま
すので、必要事項を記入し、返送してください。詳
しくは、今号の折り込み案内をご覧ください。

７月１日㈫から 18 日㈮までは、市役所１階市民
ギャラリーでも申請を受け付けます。詳しくは臨時
福祉給付金等専用ダイヤル☎ 0120（926）811 へ。

花火大会の開催継続を目的に寄付金を募りま
す。募集期間は６月２日㈪から花火大会終了後の
８月 29 日㈮まで。７月 11 日㈮までに１万円以
上寄付した人は、希望を確認した上で、花火大会
パンフレットに氏名を掲載します。

寄付金は市役所３階の文化・観光・スポーツ課
へ持参か、池田泉州銀行川西支店・普通 227581
の口座名義「第 66 回猪名川花火大会開催委員会」
に振り込んでください。詳しくは同課☎（740）
1161 へ。

猪名川花火大会を継続するため
寄付金を募ります

希望者は大会パンフレットに氏名を掲載

８月９日㈯に長崎市で開かれる「平和祈念式典」
に参列し、平和祈念折り鶴をささげる同大使を２
人募ります。

対象は小学５年生以上の市内在住・在勤・在学
者。参加後に感想文を提出してもらい、以後の平
和啓発事業に活用します。

希望者は応募動機などを 800 字以内にまとめ、
住所、氏名（ふりがな）、年齢、電話番号、勤務先（学
校名）を書き、6 月 30 日㈪（消印有効）までに
〒 666 － 8501・市役所３階の人権推進課へ持
参か郵送を。ファクス（740）1151、電子メール
kawa0014@city.kawanishi.lg.jp も可。詳しくは
同課☎（740）1150 へ。

折り鶴平和大使として
長崎の式典に参列しませんか

【両日の催し】
登録グループによる活動発

表や体験、パネル展示、ポス
ター掲示、フリーマーケット
やカフェコーナーなどを。

とき＝６月 28日㈯・29日
㈰午前 10時―午後５時（29日
は午後４時半まで）
【対談講演会】
「生き方を 10倍おもしろくする、市民活動セン

ター＆男女共同参画センターの楽しみ方 !  」を
テーマに、日本 NPOセンター代表理事の早瀬昇
さんと NPO法人「SEAN」理事長の小川真知子
さんを迎えてトークセッションを。

とき＝６月 28日㈯午後６時半 ─ ８時半▷定員
＝先着 50人▷申込み＝６月２日㈪午前９時か
ら市民活動センター・男女共同参画センター☎

（759）1826へ▷その他＝保育あり（１歳半以上
就学前、先着８人。６月２日午前９時から 19日
㈭午後５時までに予約を）▷問合せ＝同センター
へ

パレットかわにし
12 周年フェスタ

市民活動センター・男女共同参画センターで

田中デンタル
         クリニック

医　院　 住　所 電 話 番 号

歯科たなか
         クリニック

森永歯科医院

丸山デンタル
         クリニック

河辺歯科

なかむら歯科

今村歯科医院

よしだ歯科

角田歯科医院

市川歯科医院

浜田歯科医院

堀池歯科

見野3

大和西１

向陽台３

清和台西２

多田桜木１

西多田２

美園町１６

栄町１１

栄町１５

花屋敷１

加茂１

(794)8948

(794)6030

(792)1118

(790)6480

(792)8669

(793)9586

(755)7778

(759)2798

(757)8822

(757)4182

(757)1118

小花１ (767)1199

■市内歯科医院

下表の指定の歯科医院で、無料
歯科検診や歯科相談、ブラッシン
グ指導を行います。定員は各医院
とも先着 30 人。当日各医院へ。

「噛
か

む かむ カミング 健康づく
り─いつまでも のこしておきた
い きれいな歯」をテーマに「歯
と口の健康フェア」を開催。

■アステ川西
　（ぴぃぷぅ広場）

●ブラッシングコーナー
　歯みがき指導
● 8020 コーナー
　歯周病予防・義歯洗浄など
●かむかむレストラン
　歯ごたえのあるメニューの試食
や展示
●入賞作品の展示
　小・中学生「歯と口の健康週間
ポスターコンクール」「家族で考
えよう！ 歯と口の健康標語」
●禁煙コーナー
　禁煙相談、CO 濃度測定など
●ステージ
　歯ブラシ釣り、風船ショーなど
のほか、ポスター・標語の表彰、
かむかむクッキングなど

午前 10 時―午後３時

午前 10 時―午後１時
（受け付けは午後０時半まで）

（受け付けは午後２時半まで）

6 月１日
「歯と口の健康フェア」開催

市の福祉に関する計画である「高齢者保健福祉
計画」の策定について、学識経験者や福祉関係者
などと審議する市民委員を２人募集します。

対象は、社会福祉などに関心の高い市内在住の
人。希望者は市役所１階の長寿・介護保険課に備
え付けの応募用紙（市ホームページからもダウン
ロード可）に必要事項を書き、設定テーマについ
ての作文（800 字以内）を添えて 6 月 16 日㈪ま
でに〒 666 － 8501・長寿・介護保険課へ持参か
郵送を。詳しくは同課☎（740）1174 へ。

「社会福祉審議会」などの
市民委員を募ります

高齢者福祉にあなたの意見を

「臨時福祉給付金」
「子育て世帯臨時特例給付金」を支給

７月初旬に申請書を送付

■ポスター・標語
　コンクール受賞作品

市歯科医師会と共催で、６月
４日㈬～ 10 日㈫の「歯と口の
健康週間」に先駆け、６月１
日㈰に「歯と口の健康フェア」
を開催します。お口は健康の
入り口です。この機会にぜひ
チェックを。詳しくは予防歯
科センター☎（759）3171 へ。


