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催 し

募 集

第39回市民卓球ランキング戦
参加者募集

■日 2月11日㈰
■場三木山総合公園　総合体育館
■費【①シングルス　②ダブルス 
（1ペア）】
・一般の部
①1,000円　②2,000円

・中学生以下の部
①500円　②1,000円

・小学生以下の部　①500円
■期 1月21日㈰まで
■対市内在住・在勤・在学の方 
■申申込書に記入の上、参加費を
添えて、コーベヤ三木店、エ
ムアイスポーツ（緑が丘）、
市卓球協会事務局まで

■問・市卓球協会事務局
岩崎さん　☎82－7285

・（市）文化スポーツ振興課
スポーツ振興グループ

第64回
三木市展作品を募集
（日本画・洋画・書・写真・
彫塑工芸）
■日 2月1日㈭～4日㈰
午前9時～午後5時
（最終日午後3時30分）
■場メッセみき
【作品搬入受付】
■日 1月28日㈰午前10時～午後4時
■対満15歳以上（中学生は除く）
▶応募数：1部門1人1点
■申作品搬入受付時に、作品と出
品料（500円）を持参してく
ださい。

■問（市）文化スポーツ振興課
文化芸術グループ

市民体育館・勤労者体育セン
ターの定期利用スポーツ団体
を募集

■対市内在住・勤務の方で構成す
るスポーツ団体 

■期 1月4日㈭～26日㈮ 
■申詳しくは問い合わせください。
■問・■申込（市）文化スポーツ振興課
スポーツ振興グループ

三木市立学校園造形作品展

■日 1月20日㈯～22日㈪
午前10時～午後6時
（最終日は午後3時まで）
■場メッセみき
■問（市）学校教育課

第19回新春夢フェスティバル

和太鼓、ダンス、よさこいな
ど様々なジャンルの団体が一堂
に会します。 
■日 1月21日㈰　午後1時
■場文化会館 大ホール
■問・新春夢フェスティバル実行委

員会（前田さん）☎82－1543
・（市）文化スポーツ振興課
文化芸術グループ

市民ゴルフ大会 参加者募集

特別弔慰金の手続きは
お早めに

請求期間を過ぎると弔慰金を
受け取ることができなくなりま
すので、注意してください。
■問・■請求（市）福祉課

特別弔慰金の請求期限は、
4月2日㈪です。

下水道に異物を流さないで

下水道に異物が混入するとポ
ンプの故障や排水管のつまりの
原因となります。下水道に異物
を流さないようお願いします。
●特に次のものは流さないでく
ださい。

台　所＝廃油･野菜くず･残飯
トイレ＝紙おむつ･生理用品
風　呂＝せっけんの破片･排

水口に溜まった毛髪
その他＝ガム･下着･タオル・

ティッシュペーパー
など

■問（市）下水道課
下水道管理係

公契約条例で豊かなまちを

市では、公契約条例を制定し、
市独自の「最低賃金（労働報酬
下限額）」を定めています。
この公契約条例により、市が
発注する5千万円以上の工事な
どを受注した事業者は、現場で
作業する労働者に、市が定めた
一定額以上の賃金を支払わなけ
ればなりません。
労働報酬下限額を保障するこ
とで、労働者の労働意欲を高め、
市民サービスの質を向上させ、
市民が安心して心豊かに暮らせ
るまちをめざしています。
■問（市）管財課　契約グループ

■日 3月2日㈮
■場センチュリー吉川ゴルフ倶楽部
■費 13,000円（セルフ）
（プレーフィ・昼食代・パー
ティ代など込み）

■期 1月4日㈭～2月4日㈰　
■対市ゴルフ協会会員
【入会資格】
市内在住・在勤のアマチュア
ゴルファー。
市ゴルフ協会入会申込書は次
のところにあります。
・市役所2階 商工観光課
・市役所5階 文化スポーツ振
興課
・三木商工会議所
・三木市観光協会
■定 先 96名　受付初日午後5時ま
でに定員を超えた場合は抽選。
・5日前からキャンセル料（2,000
円）がかかります。
■問（市）商工観光課　ゴルフ振興
グループ
☎89－2401

■日日時　■場場所　■対対象　■内内容　■講講師　■期募集・受付期間　■費費用　■持持ち物　■託託児　■休休み
■申申込（■☎電話　■窓窓口　■郵郵便　■℻ファックス　■*E-mail　■:インターネット）
■定定員（先先着　抽定員を超えると抽選）■問問い合わせ（☎電話番号・6ファックス・*E-mail）

記号の意味

流さないで！

三木市役所・〒673-0492  上の丸町10-30・182－200025

くらし

■問（市）消防署　救急救助課
☎89－0173

新しく消防ポンプ自動車
を配備
新しく配備した消防ポンプ自
動車は、複雑多様化する火災事
案に対応できる四輪駆動の消防
車です。
新車両には新たに圧縮空気泡
消火装置や梯子動力昇降装置
（電動式）などを取り入れ、今
まで以上に速やかで効率的な消
火活動を行えます。

神戸電鉄恵比須駅前の「恵比
須時間貸駐車場」の割引拡大
駅前「パー

ク＆ライド」
の利用促進を
図るため、社
会実験として
恵比須駅前の
「恵比須時間貸駐車場」の神戸
電鉄利用による割引額を拡大
し、1日最大300円としていま
す。
ぜひご利用ください。

1日最大料金：500円
         　　　  ↓ 200円割引
　　　　 　　 300円

■期 3月31日㈯まで
▶利用方法
恵比須駅改札内に設置された割
引処理機で駐車券の割引処理を
受けてください。
■問（市）交通政策課　交通政策グ
ループ

一時預かり保育を
利用しませんか？
忙しいママやパパの子育てを

サポートします。

【登録】
利用日の前日までに子ども

と一緒に教育センター窓口に
お越しください。

■日火曜　午後1時～4時
金曜　午前9時～正午

■場児童センター　プレイルーム
■対市内在住の6カ月～就学前の
乳幼児

■定 6名/日
■費 1人あたり1,000円/回
■問・■申込（市）子育て支援課
一時預かり保育担当
☎83－2020

「書き損じはがき回収キャン
ペーン2018」にご協力を
書き損じたはがきにより、ア
ジアの学校への教育支援（教材
強化や図書の充実など）を行い
ます。
■期 1月9日㈫～2月28日㈬
■場市役所プロムナード・市立公
民館・三木南交流センター・
市内の各学校園

■問（市）市民協働課

家族介護者交流会

■日 1月18日㈭　正午～午後2時
■場総合保健福祉センター　栄養
指導室　

■対高齢者のお世話をしている
方、またはしていた方

■内新年会（簡単な調理）
■持エプロン､タオル、三角巾
■費 300円
■期 1月16日㈫まで
■問（市）介護保険課

Hello Friends
（ALT英会話サービス）

●電話からは ☎89－2410
●WEB「三木市学校教育課」
で検索

特別な理由

①通学が地理的に著しく困難または
危険
②生活基盤が指定校以外の区域にある
③特別支援学級入級希望者で、指定
校に特別支援学級が設置されてい
ない
④保護者の就労・病気などのため、指
定校区外の家庭または指定校区外
の保護者の就労場所などで児童生
徒を保護している
⑤入学後6カ月以内に転居予定があ
り、あらかじめ転居予定地の指定
校に入学したい
⑥何らかの事情により、実際の居住
地と住民登録地（住民票）が異なる
⑦私立または国立大学附属など、三
木市立以外の小・中学校に入学す
る

手続きの方法

申請書などの提出が必要です。
◎指定校以外の三木市立学校に入
学する場合
下記まで印鑑を持ってお越しく
ださい。
◎他市町立の学校に入学する場合
入学を希望する学校を管轄する
教育委員会で手続きをしてくだ
さい。
◎私立・国立大学附属の学校に入
学する場合
下記までその学校の入学許可書
（承諾書）と印鑑を持ってお越
しください。

いずれの場合も、事前に
下記まで相談してください。

■問・■申請（市）学校教育課
学事グループ

4月に小・中学校へ入学する予定者に住所で入学校を指定し、入
学通知書を1月下旬に郵送します。この入学指定校は、特別な理由
がある場合、所定の手続きにより変更できます。

新入学の皆様へ　   入学指定校の変更手続き
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