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※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、企画課情報係へお申し込みください。

広告枠数 月6枠まで

11,800部

「広報いなみ」広告掲載企業等を募集します

第 11
回

テ ー マ　稲美町のため池や農村などの特徴的な風景、また、身近な四季の風景や未来に伝えたい風景
サイズ等　応募写真は、六ツ切り・Ａ４・ワイド六ツ切りのいずれか（四ツ切り・ワイド四ツ切りは不可とします）　

カラー・白黒、縦・横、余白の有無・大小は自由です。平成27年１月１日以降に撮影された未発表の写真
に限ります。
※特選・入選を受賞した作品は資料館で展示するため、受賞者には改めて半切 ・ A3 ・ ワイド四ツ切りの

いずれかのサイズの写真の提出をお願いします。
　 賞 　　特　選…１点（賞金３万円と賞状）　入　選…２点（賞金１万円と賞状）　佳　作…９点（賞状）
応募方法　応募用紙にご記入の上、写真と応募用紙を資料館までご提出ください（郵送可）。応募写真の裏面にも名前

を記入してください（応募用紙貼付可）。
受付期限　平成29年1月31日（火）まで（必着）　　審査発表　平成29年２月中旬ごろ発表予定
注意事項　◆応募は一人３点まで（応募者は町内外を問いません）

◆特選・入選・佳作を受賞した作品及び展示作品はお返しできません。
◆受賞作品の使用権は主催者（稲美町・稲美町教育委員会）に帰属し、町ホームページや広報紙などへの掲載、

公共施設での展示など、公共の目的で作品を使わせていただく場合があります。返却を希望されなかっ
た作品についても、受賞作品と同様の取り扱いとします。返却を希望された作品で受賞しなかったもの
については、公開使用せずにお返しします。また、肖像権問題について、稲美町・稲美町教育委員会は
責任を負いません。

問 合 先　稲美町立郷土資料館　写真コンテスト係　〒675-1114　兵庫県加古郡稲美町国安1286-55　TEL／FAX 079-492-3770

　稲美町には、先人たちが長い時間をかけてつくった多くのため池や水路、水田、集落などが広がる特徴的な風景 
（文化的景観）があります。みなさんが未来へ伝えたいと思う稲美町の風景写真を、次の要領で募集します。

「残したい稲美町の風景」写真コンテスト「残したい稲美町の風景」写真コンテスト「残したい稲美町の風景」写真コンテスト

稲美町と兵庫大学の連携事業

「いつまでも元気はつらつ教室
　　　～ちょっと手助け食事作り～ 」
　軽食を食べながら楽しく健康について勉
強します（各回とも講話・計測・軽食付）。
１回だけの参加も可能です。
と　　き
　①11月26日（土）13：00～15：00
　「骨に効く食事（骨密度測定）」
　②１月21日（土）13：00～15：00
　「おいしく減塩（塩分味覚閾値測定）」
　③３月11日（土）13：00～15：00
　「らくらく介護食（嚥下度測定と介護食体験）」
と こ ろ　いきがい創造センター　１階
　　　　　ワーキングスペース
対　　象　おおむね65歳～75歳まで
　　　　　各回20人程度
参 加 費　１回300円
申込方法　FAXまたは電話にて申し込んで

ください。申し込みの際に、参加
希望日、氏名、年齢、住所、電話
番号をお伝えください。

申込・問合先　兵庫大学健康科学部栄養マネジ
メント学科 福本恭子まで

　　　　　☎427-5111（代）
　　　　　FAX 427-5112

　稲美町では、住民それぞれの心の中に町花コスモスを共有し、平和
で豊かなこころの通うまちづくりの推進を図るため、営農組合などの
協力を得て町内の休耕田にコスモスを栽培しています。
　秋の深まりを感じるこの時期、稲美町のあちこちでコスモス畑が見
頃を迎えます。
　コスモス畑の開花状況などは随時ホームページで公開しています。
この秋、コスモスを観にいってみませんか。
主なコスモス畑の場所
　・岡西地区　天満大池公園付近
　・出新田地区　水辺の里公園西側
　・森安地区　森安交差点付近
　・見谷地区　四軒屋池跡　　　　　など
　※詳しくはホームページをご覧ください。
町内のコスモスの見頃
　10月中旬から11月上旬　
※種まきの時期・気候等の影響で、場所により生育状況や開花時期
にばらつきがあります。

コスモス畑における注意事項について
　コスモスを鑑賞される際は、下記事項を守りましょう。
・コスモス畑は私有地です。畑の中に入らないでください。
・コスモスを摘み取らないでください。
・コスモス畑にゴミを投げ込んだり、付近にゴミを捨てたりしない
でください。
・コスモス畑の付近に駐車場がない場合は、路上駐車はご遠慮くだ
さい。
・その他、マナーを守ってコスモスをご観賞ください。
問合先　産業課　商工労働係　☎492-9141

稲美町の町花「コスモス」

行政相談所の開設について行政相談所の開設について行政相談所の開設について
　総務省では、行政相談制度に関する国民の理解と認識を深め、当制度の利用の促進に努めています。
　毎日の暮らしの中で、行政に対する苦情や意見、要望はありませんか？
　「行政相談」は、国や県、町など行政機関の仕事についての苦情や意見・要望を受け付け、その解決を促進するとと
もに国民の声を行政運営の改善に役立てるものです。
　稲美町でも、行政相談委員による行政相談所を下記のとおり開設しています。相談は無料で、秘密は固く守られま
すので、お気軽にご利用ください。
　日　時：毎月第４木曜日　13：30～15：00（10月は27日（木）13：30～15：00）
　場　所：コミュニティセンター　和室
　行政相談委員：高橋　秀一さん、中谷　範之さん　　　　　  問合先　企画課　政策・行革係　☎492-9130

しゅういち のりゆき

10月17日（月）～10月23日（日）は行政相談週間です

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 10月27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 10月27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 10月18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
▶方　法　電話、面談、訪問（要予約）
▶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	 10月４日、11日、18日、25日
 いずれも火曜日
 受付　13:15 〜 16:00
▶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	 10月18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	 10月19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

10 月 の 相 談
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