
と　　　き　10月２日(日)　10：00～16：00
と　こ　ろ　神戸地方法務局加古川支局
内　　　容　相続、贈与、売買などの登記や会社設立、

遺言の形式・書き方などの公証に関する相
談などです。

公 開 講 座　「未来につなぐ相続登記」　13：30～14：30
相談担当者　法務局職員、公証人・人権擁護委員など
問　合　先　神戸地方法務局加古川支局　☎４２４-３５５５

＊相談は無料で、秘密は厳守します。
＊予約は不要ですので、お気軽にご利用ください。

「全国一斉 ! 法務局休日相談所」開設 秋の全国交通安全運動～子どもと高齢者の交通事故防止～
【運動期間】９月21日（水）～30日（金）
　秋口における日没時間の急激な早まりとともに、夕暮れ時や夜間の
歩行中・自転車乗用中の死亡事故が増加します。皆さん１人ひとりが
交通ルールを守り、正しい交通マナーを実践することで、交通事故を
防ぎましょう。

【重点項目】
①夕暮れ時や夜間の歩行中は反射材用品などを着用し、自転車は前照
明を点灯しましょう。
②後部座席を含めたすべての座席でシートベルトを着用し、チャイル
ドシートを正しく使用しましょう。
③飲酒運転は絶対にやめましょう。
 夜間や早朝の交通事故防止のため、希望される方には反射タスキを
配布しています。
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母子家庭等相談
▶と　き	 ９月21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

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 ９月29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 ９月29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 ９月20日（火）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３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	 ９月６日、13日、20日、27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	 ９月20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

身体障がい者の相談
▶と　き ９月16日（金）10:00〜12:00
▶ところ 障害者ふれあいセンター
▶対　象 障害者手帳を持っている人

や、病気・事故などで生活
に支障が出て困っている人

▶問合先	 健康福祉課高年障害係　
 ☎ 492-9137

９ 月 の 相 談

稲美町立健康づくり施設「いなみアクアプラザ」

①『幼児・小学生水泳教室無料体験』①『幼児・小学生水泳教室無料体験』①『幼児・小学生水泳教室無料体験』
　幼児水泳教室の無料体験を実施しています。スイミングスクー
ルに通わせるか迷われている人、子どもが１人でプールに入れる
か不安な人など、この機会にぜひ参加してみませんか。保護者は
レッスンの様子をプールサイドから見学できます。
と　　き　９月11、18、25日（いずれも日曜日）
　　　　　幼　児⇒9:30～10:00　小学生⇒10:15～11:45
と こ ろ　いなみアクアプラザのプール
内　　容　水なれからバタ足まで、それぞれのレベルに合わせた

レッスンです。
対　　象　3歳児から小学生まで（オムツが外れていて、トイレ

の意思表示ができる子どもに限る）
定　　員　各５人（期間内１人１回のみ）　　料　　金　無料
申込方法　いなみアクアプラザ内で受付中（電話予約可）

②健康セミナー「かんたんフラダンス」　実施決定！②健康セミナー「かんたんフラダンス」　実施決定！
　フラダンスはハワイの音楽に合わせて優雅に踊るダンスです。
　重心を落として腰周りを使うエクササイズが多いので、くびれ
効果も期待できます。
　お子様連れでもＯＫ！　ぜひ、この機会にご参加ください。
と　　き　９月７、14、21日（いずれも水曜日）
　　　　　15:10～16:00
と こ ろ　いなみアクアプラザ　スタジオ
対　　象　16歳以上の運動を行える健康状態にある人
　　　　　（18歳未満は保護者の同意が必要）
料　　金　1,500円（３回分）
申込方法　いなみアクアプラザ受付にて、申込用紙を記入し参加

費を添えて申し込んでください。
そ の 他　当日キャンセル不可。キャンセルは前日までにご連絡

ください。

②健康セミナー「かんたんフラダンス」　実施決定！

③「水泳大会開催に伴う利用制限」のお知らせ③「水泳大会開催に伴う利用制限」のお知らせ
　９月４日（日）は水泳大会を開催するため、プールの利用は大会終了後（15：00予定）から18：00までとさせていただきます。
あらかじめご了承ください。なお、トレーニングルームは通常通り営業を行います。

③「水泳大会開催に伴う利用制限」のお知らせ

問合先　☎496-5851（毎週火曜日、休館日）

※電話受付は仮申込となりますので、第１回開催日の３日前までに
　窓口で参加費をお支払いください。
問 合 先　いなみ野体育センター　☎492-1479

おおむね18歳以上

ソフトバレー

９月29日
10月6、20、27日
11月10、17、24日
12月1日

教　室　名

対　　　象

回　　　数
曜日／時間

参　加　費
定　　　員

内　　　容

申込開始日

開　催　日

ソフトバレーボール教室
おおむね50歳以上

各教室／20人
ストレッチ体操、
軽スポーツ　など

９月28日
10月５、12、19、26日
11月２、９、16日

スポーツビギナー教室

各教室／８回
各教室／1,500円　※申し込みの際にお支払いください。

水曜日／13：15～14：45 木曜日／9：30～11：00

９月５日（月）から　体育センター窓口または電話で受付
※定員になり次第受付終了     

スポーツ教室参加者募集スポーツ教室参加者募集スポーツ教室参加者募集
いなみ野体育センター

第27回 参加者募集参加者募集参加者募集加古川ツーデーマーチ加古川ツーデーマーチ
と　　き　11月12日（土）・13日（日）雨天決行　※荒天の場合中止することがあります。
コ ー ス　大会１日目（東南コース）　40km、20km、10km、5km　※稲美町を歩くコース
　　　　　大会２日目（西北コース）　40km、20km、10km、5km
参 加 費　一　般　1,500円（グル割20　1,200円）
　　　　　中学生　   800円（グル割20　   600円）
　　　　　小学生以下　無料
　　　　　※１日参加、両日参加とも同額です。
　　　　　※小学生以下の人は、保護者同伴（申し込みが必要）で参加してください。
申込期間　９月１日（木）～10月20日（木）まで

※加古川市各市民センターは、９月30日（金）まで
申込方法　申込書に必要事項を記入のうえ、参加費を添えて加古川ツーデーマーチ実

行委員会事務局または、加古川市各市民センターへ申し込んでください。
お近くの但陽信用金庫窓口や郵便振替でも申し込むことができます。
※申込書は加古川市役所、加古川市各市民センターのほか、稲美町内公共施設（役

場、いなみ野体育センター、いきがい創造センター）にも設置しています。
※インターネット・エントリー専用電話(0570-550-846)・Famiポート(ファミリーマート

店内)からも申し込むことができますので、詳しくは大会ホームページをご覧ください。
　　　　　▶ホームページアドレス　http://kakogawa-2daymarch.jp
問 合 先　加古川ツーデーマーチ実行委員会事務局
　　　　　加古川市役所ウェルネス推進課内　☎427-9180

お得なグループ割引「グル割２０」
　20人以上のグループで申し込む
と参加費がお得になるグループ割
引「グル割20」があります。職
場・近所の仲間を誘って、みんなで
ウオーキングをお楽しみください。
※代表者が申し込みや支払いなど、全て
の手続きを一括して行ってください。

※申し込みは事務局・各市民センターへ
の直接申し込みまたは振込に限ります
（参加費払い込みの前に専用申込用
紙の提出が必要となります。）

稲美町を歩く1日目(40km)は
｢天満大池｣や｢にじいろふぁ～みん｣を

通るコースです。
ご参加お待ちしております。

　稲美町立健康づくり施設「いなみアクアプラザ」
の指定管理者を募集します。

●指定期間
　平成29年4月1日～平成34年3月31日（５年間）
●募集要項の配布及び申請書の受付場所
　都市計画課都市計画係（役場新館２階）
　※町ホームページからもダウンロードできます。
●配布期間
　９月1日（木）～９月30日（金）
●申請書の提出期間
　９月21日（水）～９月30日（金）
●指定管理者の選定

提出された申請書類から総合的に審査し、10
月中旬に候補者の選定を行った後、12月議会
で決定します。

●問合先
　 都市計画課　都市計画係　☎492-9143

いなみアクアプラザ  指定管理者を募集します
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