
※広告内容等は、「稲美町有料広告掲載に関する要綱」にあてはまるものとさせて
　いただきます。 問合先　企画課情報係　☎492-9130

法令等の規定に違反し、または抵触するおそれのあるもの
公序良俗に反し、または反するおそれのあるもの
町の業務遂行に支障を及ぼすおそれのあるもの
町の信用または品位を害するおそれのあるもの
政治活動または宗教活動に係るもの
個人、法人または団体の意見広告及び名刺広告に係るもの
社会問題に関する主義主張及び係争中の声明広告に係るもの
人権侵害や差別を助長するおそれのあるもの
その他掲載する広告として適当でないもの

（複数回掲載の場合は割引き有）

申込書に必要事項を記入のうえ、広告原稿を添付して掲載希望月の
2カ月前の各月10日までに、稲美町商工会へお申し込みください。

広告枠数 月6枠まで

11,700部

「広報いなみ」広告掲載企業等を募集します
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高齢者総合相談
▶と　き	 月〜金曜日（8：30〜17：15）
▶ところ	 地域包括支援センター
 （役場新館１階）
▶問合先	 健康福祉課地域包括支援セ

ンター　☎ 492-9150

法律相談
▶と　き ６月25日（木）13:30〜
▶ところ コミュニティセンター
▶内　容　弁護士による法律全般
▶申　込 相談日の前日８:30から先着

９人まで電話で受け付けま
す。時間帯は指定できませ
ん。（相談時間は１人20分）

▶問合先 企画課　☎492-9130

行政相談
▶と　き ６月25日（木）13:30〜15:00
▶ところ コミュニティセンター
▶内　容 国・県・町などへの苦情

や意見・要望など
▶方　法 面談　直接会場へ
▶問合先 企画課　☎492-9130

消費生活相談員による相談
▶と　き	 月曜日（休みのときは火曜

日）、金曜日（9：30〜12：00、
13：00〜16：00）

▶内　容	 消費生活相談員による、
契約、多重債務などの相談

▶方　法 面談：危機管理課
 電話：☎ 492-9151
▶問合先	 危機管理課　☎492-9168

人権相談
▶と　き ６月１日（月）13:30〜15:30
▶ところ 総合福祉会館
▶内　容 人権擁護委員による相談
 （相談日の前日までに要予約）
▶申込・問合先
 西部隣保館　☎492-3119

神戸地方法務局加古川支局人権相談
▶と　き 月〜金曜日 9:00 〜 17:00
 （12:00 〜 13:00 は除く）
▶ところ　神戸地方法務局加古川支局

人権相談室
☎ 0570-003-110

心配ごと相談
▶と　き・ところ

第1木曜日　総合福祉会館
第3木曜日　母里福祉会館
第4木曜日　障害者ふれあいセンター
それぞれ 13:30 〜 15:00（予約不要、
14:30 までにお越しください）
相談員は司法書士、社協職員の他、
民生委員・児童委員など。
第２木曜日は弁護士による相談
障害者ふれあいセンター
13:30〜15:30（要予約、先着４人まで）

▶申　込 稲美町社会福祉協議会
 ☎ 492-8668

介護相談
▶と　き 月〜金曜日　9:00〜17:00

（要予約）
▶方　法　電話、面談、訪問
▶申込・問合先
 稲美町社会福祉協議会
 居宅介護支援事業所こぶし

　　　　☎ 492-8779

税理士による無料税務相談
▶と　き	 ６月２日、９日、16日、23日、

30日
 いずれも火曜日
 13:30 〜 16:30
 ※予約が必要です
▶ところ	 加古川税理士会館
▶問合先	 近畿税理士会加古川支部 

☎ 421-1144

兵庫県弁護士会による高齢者・
障害者の権利擁護なんでも110番
▶と　き	 ６月16日（火）13：00〜16：00
▶内　容	 弁護士・社会福祉士などに

よる無料相談
▶方　法	 電話または FAX
	 		☎   078-362-0074
 FAX 078-362-0084

教育相談
【いなみっ子悩み相談】
▶と　き　月〜金曜日　8:30〜17:15
▶担　当　教育課指導主事
▶内　容　いじめ、友人関係、学校不

適応、しつけ、親子関係など
▶方　法 電話、面談
 教育課　☎ 492-9149

青少年の教育相談
▶と　き 月〜金曜日　9:00 〜 16:30
▶ところ 安全安心まちづくり室
 （役場本館２階）
▶内　容 青少年の家庭教育や地域で

の指導のあり方など（家庭
内暴力・薬物乱用など）

 高校生も相談できます。
▶方　法 面談、電話
 ☎0120-96-9695

障がい者なんでも相談
▶と　き

身体に関する相談
月曜日　10:00 〜 12:00

こころの健康に関する相談
火曜日　10:00 〜 12:00

療育に関する相談　
金曜日　10:00 〜 12:00

▶対　象 ①「障害者手帳」をお持ち
の65歳未満の人②障がい
者の家族または介護者等③
障がいや福祉について相談
を希望する人

▶内　容 専門員による支援・サービ
スなどの情報提供や助言

（要予約）
▶予　約 健康福祉課高年障害係
 ☎ 492-9167

母子家庭等相談
▶と　き	 ６月17日（水）10:00〜16:00
▶ところ	 地域福祉課児童福祉係
▶相談員	 兵庫県母子父子自立支援員
▶内　容	 離婚に関する相談にも応じ

ます（前日までに要予約）。
▶問合先	 地域福祉課児童福祉係　
 ☎ 492-9136

６ 月 の 相 談
６月は、ため池に関するクイズ！！
クイズに答えてプレゼントをゲットしましょう！

問　題
稲美町イメージキャラクター

「いなっち」

町制施行60周年

正解者の中から、抽選で３名様にランチセットを提供します。

★今月のプレゼント★★今月のプレゼント★

■ことりカフェ　ランチセット（ペアお食事券）
　　　　※ランチとドリンクのセットです。

■提供　ことりカフェ
〒675-1113　稲美町岡873-1　☎ 079-492-8686　FAX 079-492-5985
営業時間　11：00～17：00　　定休日　木曜日

稲美町にため池は
いくつあるでしょう？
①１７３
②１００
③８８

お店からのPR

稲美町には多くのため池が点在
し、ため池や水路、水田、集落
などによって構成された特有の
景観は、文化庁から「稲美のた
め池群」として、文化的景観の
重要地域に選ばれています。

町制施行60周年おめでとう記念クイズ町制施行60周年おめでとう記念クイズ町制施行60周年おめでとう記念クイズ第２回

※写真はイメージです

できる限り地元で採れた食材を使った
やさしい味の食事、稲美町で焙煎された
こだわりのコーヒーで、こころもからだも
喜ぶ時間と空間を提供します。

町制施行60周年記念

入ヶ池築造1300年記念セミナーを
開催します

　「お入」伝説のある入ヶ池が築造されて今年で
1300年を迎えるにあたり、入ヶ池とその周辺の
ため池が歴史の中で果たした役割と未来について
考えるセミナーを開催します。

と　き　７月12日（日）　10：00～

ところ　稲美町立コミュニティセンターホール

対象者　ため池に関心のある人（申込不要）

主催者　入ヶ池郷土地改良区
この事業は、町制施行60周年記念の協賛事業です。

問合先　入ヶ池郷土地改良区　理事長　小山正治
　　　　☎492-0530

まさはる

にゅう

～町制施行６０周年記念～
町制施行60周年

秋休（あきやすみ）ワンマンツアー２０１５
　　　　　ＳＴＡＮＤ ＵＰ!!　番外編
秋休（あきやすみ）ワンマンツアー２０１５
　　　　　ＳＴＡＮＤ ＵＰ!!　番外編
秋休（あきやすみ）ワンマンツアー２０１５
　　　　　ＳＴＡＮＤ ＵＰ!!　番外編
　結成14年のアコースティックユニット。路上ラ
イブから大阪ＮＨＫホールに辿り着いた２人。恋
愛、家族、友情をテーマに描きだす歌の世界をお
楽しみください。
と　き　９月５日（土）
ところ　いなみ文化の森　コスモホール
開　演　16：30（開場 16：00）
入場料　全席自由　1,000 円
チケット発売開始　6月 6日（土）10：00～
　チケット販売場所　コスモホール
※５歳以上有料、４歳以下でも座席を使用される場合は
有料です。
※先着300名様にいなっち缶バッジを差し上げます。
この事業は、町制施行60周年記念の住民企画支援事業です。
問合先　秋休ライブ実行委員会　☎090-3622-9721

■応募方法　はがきに　①クイズの答え、②住所・氏名・電話番号を記入し、６月30日（火）（当日消印
有効）までに下記まで郵送してください。

　　　　　　※応募方法は、はがきのみとさせていただきます。ご了承ください。
　　　　　　※当選の発表は商品の発送をもってかえさせていただきます。
■郵 送 先　〒675-1115　加古郡稲美町国岡1丁目1番地　稲美町役場　企画課　情報係
■問 合 先　企画課　情報係　☎492-9130
☆５月号の答え　②平成17年　稲美町イメージキャラクター「いなっち」が誕生したのは平成17年です。
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