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料金表示のないものは無料。記載がない場合、主 申 申し込み（ 郵 郵便で
電話で
ファクスで
web から
E-mail で 窓 窓口のみ 先 先着順
電話番号
ファクス番号
ホームページ
E-mail
体・主催は市で、受付時間は各施設の執務時間中。 抽 定員超過の場合は抽選） 問 問い合わせ

市役所への郵送は、
〒 666-8501 と課名で届きます。 記号の意味

会場に駐車場はありません（市役所駐車場は最初の１

卓球
や寄せ植え。入賞者には新米を、また出品者全員に肥料
を贈呈します。出品希望者は当日午前９時―９時 45 分
に会場へ持参。
山野草の展示会
草花などの交換会
模擬店

手作りの草花などを持ち寄り交換。

チューリップ球根のつかみ取りなど。

飲み物サービス

市商工会の協力で実施。

ごみ
カレンダー

子ども体験コーナー
花と緑の即売会

市造園組合と川西園芸商組合の協力

せんてい

市内公園のフジつるの剪定枝など

を利用したリース作り。
緑の募金

える空くじなしのスピードくじを配布（緑のフリーマー

緑のフリーマーケット

ケットは除く）。

売。出店希望者は、
10 月 23 日㈬までに電話で緑化協会へ。

緑化相談

堆肥の配布

花の育て方などの相談に専門家が答えます。

市花りんどうコンクール

健康

問い合わせ 緑化協会

リンドウを取り入れた鉢植え

家庭で育てた花や植木などを販

剪定枝をチップ化した堆肥を午後１時に配

剣道

①午前９時―正午、午後１時―３
時、３時―４時半②総合体育館③
午前は小・中学生基本稽古会、午

後１時からは剣道指導稽古など、
３時からは一般稽古会
ヨーガ

①午前 10 時―11 時半②総合体育
館③やさしいヨーガ④ 30 人
体操

①午前 10 時―11 時②総合体育館

③バレエの要素を取り入れた簡単

なエクササイズ④ 30 人（６歳以上）

布（なくなり次第終了）
。

健康体操

（759）
0805

①午後１時 15 分―２時半②総合体

旧姓が併記可能に

相談の案内

問い合わせ 市民課

国際ソロプチミスト川西の協力で実施。

競技力に応じた個別指導④ 100 人

空き家の予防対策セミナー

（740）
1340

10 月 17 日にアステホールで開催

問い合わせ 兵庫空き家相談センター

11 月５日㈫から住民票に旧姓（旧氏）が併記で
きるようになります。また、印鑑登録にも旧姓が登
録できるようになります。

福祉
高齢者
子育て

住民票に旧姓が併記されると、マイナンバーカー
ドや公的個人認証サービスの署名用電子証明書にも
併記されます。マイナンバーカードに旧姓が記載さ
れると、各種の契約や銀行口座の名義に旧姓が使わ
れる場面で、証明に使えます。
希望者は、旧姓の記載されている戸籍謄本等から

コラム

現在の戸籍に至るまでの全ての戸籍謄本等と本人確
認書類、マイナンバーカード（通知カード）を持っ
て、11 月５日㈫から市役所１階の市民課へ。

0797
（81）
3236

テーマは「あなたの実家を空き家にしないため
に」。
主 市・NPO 法人「兵庫空き家相談センター」▷ 時
10 月 17 日㈭午後３時―６時（２時半開場）▷ 場
アステ市民プラザ▷ 講 同センター▷ 内 空き家予防
対策の講演、空き家対策の活動紹介、相談会▷ 定
150 人▷ 他 相談会は電話で事前申し込みが必要▷
申 先 当日会場へ

川西の自然の特徴と魅力

育館③きんたくん健幸体操、スト
レッチなど④ 50 人
弓道

①午前 10 時―午後３時②弓道場③
有段講師による個人指導④ 100 人

問い合わせ 文化・観光・スポーツ課

①午後１時半―２時 40 分②市民体
学１年生以上）
サッカー

上下水道料金が改定

フォト
ニュース

問い合わせ 上下水道局お客さまセンター

（740）
1262

10 月１日から消費税の改定に伴い、上下水道料

金の税率が 10％に変わります。
ただし、９月 30 日以前から使用している場合
は、12 月検針から 10％になります。詳しくは上下
水道局ホームページ https://www.kawanishiwater.jp/ へ。

場③少年サッカー教室④ 100 人
（小
学３年生以下）
ソフトテニス

2019.10

定

①午前９時―午後１時②市民運動

問

場③基本と試合形式による練習④
40 人（中学生以上）
テニス

50

内 講

場

申

①午前 10 時―正午、正午―午後５

時②市民運動場（１日）
、東久代運

動公園（午前）③テニス教室（午前）、
試合形式による練習（午後）④市

他

先

民運動場は 100 人、東久代運動公
園は 30 人（小学生以上）
AED 体験会

①午前 10 時―正午、午後１時―３

時②市民温水プール（午前）
、総合
体育館（午後）③ AED 体験会（AED
を使用した心肺蘇生法）④各 30 人

10月14日
開催

申

（740）1245

まち美ウォールアート参加者を募集

カラフルな作品を
みんなで描こう

（757）
8481

10 月６日

11 月１・８・15・22 日の金曜日。いずれも午
後２時―３時半。全４回▷ 場 アステホール▷ 対 市内
在住・在勤者▷ 講 県立大学自然・環境科学研究所教
授の石田弘明さん他▷ 内 猪名川上流域の植物・植生
の特徴や魅力、課題など▷ 費 1,000 円（初回に徴収）
▷ 定 100 人▷ 申 郵 抽 往復ハガキ（１枚１人、２人
以上の記載は無効）に「川西の自然」、住所、氏名（フ
リガナ）、電話番号、勤務先（市内在勤者）を書き、
10 月 10 日㈭（必着）までに〒 666―0033・栄町
25―１の生涯学習短期大学へ

先

①午前９時―午後１時②市民運動

時

10 月 1 日から

10

育館③市民護身術講座④ 50 人
（小

レフネックオープン講座

問い合わせ 生涯学習短期大学レフネック

時

少林寺拳法

光・スポーツ課 （７４０）
１２４５
一日スポーツ教室
運動のできる服装で、室
内の教室は上履き持参▽
当日会場へ

セミナー
スポーツ

で、植木や花などを販売。500 円ごとに園芸用品がもら

住民票やマイナンバーカードなど

13

市内愛好者団体による展示。

①午後１時―５時②総合体育館③

子ども水遊び④ 200 人

市役所７階

時間は無料）

学生以上の市内在住・在勤・在学者）

14

分から▽

市と緑化協会が、「都市緑化祭」を開催（雨天中止）。

ル③水中運動教室、フィン体験、

バドミントンを楽しむ④ 30 人（中

10

時

キセラ川西せせらぎ公園

①午前 10 時―正午②総合体育館③

①午前 10 時―正午②市民温水プー

1

会議室▽ ミズノ㈱の岩野
博さん▽ 夢と感謝（車い
すバスケットボールがくれ

催し
公民館

場所

午前10時―午後２時

水泳

バドミントン

たもの）▽ １５０人▽
当日会場へ▽ 文化・観

中央図書館

10 月26日

①日時②場所③内容④定員（対象）

主

「体育の日記念事業」スポーツに親しむイベント開催

求人・案内
発表・鑑賞

都市緑化祭で
即売会や緑化相談

One Day Experience

気になるスポーツ を体験

花と緑あふれるまちづくり

記念講演
市体育協会他▽ 午前

市政情報

一日スポーツ教室

月 日㈷に記念講演や
日スポーツ教室などを
「体育の日記念事業」とし
て、次の通り開催します。

市政情報 topics

場所

午前10時20分―正午
（雨天時は13日㈰）

阪急川西駐輪センター壁面前

２年２月 16 日㈰～３月１日㈰に開催予定の川西まちな

か美術館の関連イベントとして開催する「まち美ウォー
ルアート」の参加者を募集します。

川西ゆかりのアーティストと一緒に、壁面に作品を描

いてみませんか。

主 川西まちなか美術館実行委員会▷ 対 小学生以下▷ 定 20

人▷ 申 先 当日会場へ
問い合わせ 川西まちなか美術館実行委員会

（744）
7112
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