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私立稲美中央病院は 地域に密着したかかりつけ病院として 
 診療科の体制も新たに患者様支援の充実に努めてまいります！ 

脳神経外科 
新たに脳神経外科を開設！ 

身近なかかりつけ医として患者様を支えます 

各種検査を充実させ患者様のニーズにおこたえします 
◆嚥下の評価 ◆耳・のどの内視鏡検査 

耳鼻咽喉科 眼 科 

常勤眼科医が常駐 日帰り手術も可能！ 
白内障手術・レーザー治療など内容もますます充実！ 

私立稲美中央病院 私立稲美中央病院 私立稲美中央病院 私立稲美中央病院 私立稲美中央病院 私立稲美中央病院 

私立稲美中央病院 私立稲美中央病院 私立稲美中央病院 私立稲美中央病院 私立稲美中央病院 私立稲美中央病院

胃腸のご心配 ご相談ください 
専門医による胃・大腸の内視鏡検査を実施しています 

胃腸内科 

 
私立稲美中央病院 私立稲美中央病院 私立稲美中央病院 私立稲美中央病院 私立稲美中央病院 私立稲美中央病院 

医療法人社団いなみ会 

私立稲美中央病院 
TEL 079-492-3812 加古郡稲美町国安 1286-23 

胃腸内科・内科・外科・脳神経外科・整形外科・循環器内科 

眼科・耳鼻咽喉科・肛門外科・放射線科・リハビリテーション科 

通所リハビリテーション・訪問リハビリテーション 

私立稲美中央病院 私立稲美中央病院 私立稲美中央病院 私立稲美中央病院 私立稲美中央病院 私立稲美中央病院 

と　き　５月３日（金・祝）　10：15～14：30
ところ　稲美中央公園（稲美ふれあいまつり）
対　象　男性17歳から69歳まで
　　　　女性18歳から69歳まで
　　　　男女とも体重50kg以上の人

※ただし、65歳以上の人の献血は、献血い
ただく人の健康を考慮し、60歳から64
歳の間に献血経験がある人に限ります。

持ち物　献血カードまたは本人確認できるもの
問合先　生活環境課　☎492-9140

400mL献血にご協力ください400mL献血にご協力ください

　ポールを持って歩くことにより多くの筋肉を使うた
め、肥満解消や身体のゆがみの改善、姿勢矯正など、
通常のウオーキングより短時間で高い効果を得ること
が出来ます。
開 催 日　４月13日、20日、27日
　　　　　（いずれも土曜日） ９：00～11：00
集合場所　加古大池多目的広場
　　　　　※雨天時は加古大池管理棟内で行います。
持 ち 物　運動のできる服装と靴・飲み物
　　　　　（雨天時は室内用シューズ）
　　　　　※ポールは用意します。
申込方法　いなみ野体育センター窓口
　　　　　または電話でお申し込みください。
問 合 先　スポーツ推進委員会事務局
　　　　　(いなみ野体育センター内)
　　　　　☎４９２－１４７９

ポールウオーキング教室
参加者募集

ポールウオーキング教室
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

～やってビックリ！魔法のポールウオーキング～

参加無料

教室名
対　象

開催日

時　間

回　数

参加費

定　員

内　容

申込開始日

健康運動教室
おおむね30歳以上

　

13：30～14：45

1,600円
※申込みの際にお支払いください

20人
有酸素運動（リズム体操など）

無酸素運動（筋コンディショニングなど）
姿勢改善

ダイエット教室
18歳以上

　

9：30～10：45
※１・４・８回目は9：15～10：45

3,000円
※申込みの際にお支払いください

15人
有酸素運動（エアロビクスなど）

無酸素運動（筋コンディショニングなど）
食事コントロール

４月 17、24日
５月 8、15、22、29日
６月 5、12日

４月 18、25日 
５月 9、16、23、30日
６月 6、13日

４月５日（金）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
※電話受付は仮申し込みとなりますので、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      

各教室/８回

投票日

９月22
日（日）

投票日　９月22日（日）
告示日　９月17日（火）
問合先　稲美町選挙管理委員会
　　　　☎４９２－９１３１

稲美町議会議員選挙の
日程が決まりました
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「稲美町ホームページ」　　　　　　
バナー広告掲載企業等を募集します
　稲美町公式ホームページのトップページに掲載する
バナー広告の掲載企業等を募集します。

【広告の規格】
　サ　イ　ズ　１枠あたり 縦60ピクセル
　　　　　　　　　　　　 横234ピクセル
　画 像 形 式　JPEG及びGIFの静止画
　データ容量　10キロバイト以下

【広告掲載料】
　月額　10,000円
（※6カ月以上連続で掲載の場合は１割引）

【申 込 方 法】
　申込書に必要事項を記入のうえ、掲載希望月の前月
の１日までに企画課へお申し込みください。

　※申込書及び詳細は町ホームページをご覧ください。

問合先　企画課　情報係　☎492-9130

広告サイズ見本
縦60ピクセル、横234ピクセル

播磨臨海地域道路整備促進（加古川）大会を開催します
　「播磨臨海地域道路」は、国が道路計画を進めている神戸市西区から太子町を結ぶ延長約50kmの多車線の自動
車専用道路です。播磨臨海地域の製造業の活性化、交通渋滞解消による事故の削減、観光周遊の促進、災害時に
機能するネットワークの確保を目的に地域の大きな期待や熱い思いを国へ届けるため、今年は加古川市で整備促
進大会を開催します。
　地域住民や地元企業の皆さんのご参加をお待ちしています。
【と　　き】　５月18日（土）　14：00～16：00 【ところ】　加古川市民会館　大ホール
【内　　容】　住田裕子弁護士（加古川観光大使）の基調講演等 【参加費】　無料
【申込期間】　４月１日（月）～４月25日（木）
【問 合 先】　都市計画課（☎492－9143） 【申込先】　加古川市役所　都市計画課
※詳しくは、町ホームページ「播磨臨海地域道路」をご覧ください。　　

　児童・生徒のゆとりある生活の確保、心身のリフ
レッシュやスポーツ障がい等の防止、教職員が児童・
生徒と向き合う時間の確保のために、兵庫県教育委
員会では「教職員の勤務時間適正化新対策プラン」
を策定し、県下全域で「教職員定時退勤日」や「ノ
ー部活デー」を実施しています。
　稲美町では、４月から全小・中学校で毎週２回（水
曜日・金曜日）を「教職員定時退勤日」とします。また、
中学校では「稲美町立中学校部活動の方針」に基づ
いて「ノー部活デー」を実施します。
　保護者の皆さん、地域の皆さんのご理解、ご協力
をお願いします。

○「教職員定時退勤日」 原則、毎週２回
　 （水曜日・金曜日）
 　　小学校は17：30
 　　中学校は18：30
○「ノー部活デー」 原則、平日週１回（水曜日）
 　　休日月４回以上

問合先　教育委員会 教育課 教育係　☎492-9149

ゆとりある学校生活のために

すみた ひろこ

稲美町スポーツ推進計画がスタートします
　平成31年度を初年度とする「稲美町スポーツ推進計画」を策定しました。計画期間は2029年3月までの10年
間です。
計画について
　すべての住民、行政、学校、スポーツ団体、民間事業者などが参画し、ささえ、連携・協働し、生涯スポーツ
を楽しむまちになるように取り組んでいきます。
アンケートへのご協力ありがとうございました。
　計画の策定に当たり、平成30年7月に多くの皆さんにアンケートのご協力をいただきました。
問合先　生涯学習課　スポーツ係　☎492-1479
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