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お 知 ら せ

個人事業主等支援金申請期間を延長

コロナ禍の影響を受けて売り上げが減

少した市内の事業者に支給している個

人事業主等支援金の申請期間を、２月

１８日まで延長します。詳しくは市㋭（下

二次元コードから読み取

り可）で確認を '同支

援金給付事業事務局!

７６４－７７４９

市バスIC定期券など自動発売機を移設

阪急塚口駅前いかりスーパーマーケッ

ト３階に設置している、市バスIC定

期券とプリペイド式ICカードの自動

発売機を１月１９日から同地下１階に移

設します。移設後の稼働時間は９：００

～２１：００。移設工事に伴い、同日正午

までは同発売機の利用ができません

'市交通局!７８１－３７５１

マイナポイント第２弾

マイナンバーカードを取得した人（昨

年１２月３１日までに同ポイント第１弾の

申し込みをし、満額付与を受けた人除

く）に、最大５０００円相当のポイントを

還元します。健康保険証としての利用

登録・公金受取口座の登録を行った人

への各７５００円相当のポイント付与方法

・申込開始時期は未定。詳しくは同ポ

イント㋭から確認を '市市民課マイ

ナンバー担当!７８４－８１２１

証明書コンビニ交付サービスを停止

１月１９日㈬は終日、システムメンテナ

ンスのため、マイナンバーカードを利

用した証明書コンビニ交付サービスが

全て利用できません '市市民課!

７８４－８０３８

マイナンバー窓口休日開庁

!１月３０日、２月１３・２７日、３月１３・

２７日の日曜９：００～１５：００ "市役所１

階の市民課１番窓口 #マイナンバー

カードの申請・交付、マイナポイント

の相談。持ち物など詳しくは市㋭から

確認を + '市市民課マイナンバー

担当!７８４－８１２１

マイナンバーカード出張窓口（申請・交付）

!＆"▷２月１５日㈫＝南分室▷１７日㈭

＝男女共同参画センターここいろ▷２２

日㈫＝「ふらっと」人権センター▷２５

日㈮＝きららホール▷３月１日㈫＝神

津支所▷３日㈭＝西分室▷７日㈪＝ラ

スタホール▷１０日㈭＝野間分室。いず

れも１０：００～１６：３０ #同カードの申請

・交付受け付け（受け取りは後日郵

送。無料写真撮影あり）。持ち物など

詳しくは市㋭から確認を $各５０人

&各開催日の７日前までに市市民課マ

イナンバー担当!７８４－８１２１へ。-

国の教育ローン

高校・大学などへの入学時・在学中に

かかる費用を対象とした公的な融資制

度です。▷融資額＝子ども１人当たり

３５０万円以内▷金利＝年１.６５％（固定

金利）。詳しくは日本政策金融公庫㋭

で確認を '同所!０５７０－００８６５６、!

０３－５３２１－８６５６

イ ベ ン ト

第１７回みんなのアート展

!１月１９～２２日の１０：００～１７：００（２２日

㈯は１４：３０まで） "県立美術館（神

戸市中央区） #県内の特別支援学校

の生徒などによる絵画・彫刻・陶芸な

どの作品展 %無料 '県立のじぎく

特別支援学校!０７８－９９４－０１９６

みどりのプラザ「第２５回みずえ展」

!１月２２日～２月２０日（２０日㈰は１６：００

まで） #水彩画約３０点を展示 %無

料 '同プラザ!７７２－７６９６

第３４回神津ひょうたん作品展

!１月２２日㈯１３：００～１６：００、２３日㈰

９：００～１５：００ "神津交流センター

%無料 '市まちづくり推進課!７８０

－３５３３

こども文化科学館「各種イベント」

【ちょこっとサイエンス「地震・防

災」】!１月２３日㈰１４：２５ #地震の仕

組みやいざというときの対応を、実験

やクイズを通して紹介 $４０人 %要

観覧料 + - 【星空えいご絵本in

プラネタリウム】!１月２９日㈯１８：３０

#星空の中で英語絵本を楽しむ $

１５０人 %５００円 &同館㋭から電子申

請を。- '同館!７８４－１２２２

たみとものわ～新春たみとも寄席

!１月２７日㈭１２：００ "いたみいきい

きプラザ %無料 + 'ボランティ

ア・市民活動センター!７８０－１０４５

野鳥の島上陸！こやいけ探検隊

!１月２９日㈯１０：００～１５：００ "昆陽池

公園、昆虫館 #昆陽池に浮かぶ日本

列島の形の野鳥の島での観察と昆虫館

探検 $４歳以上２０人（小学生以下は

保護者同伴） %１００円（入館料別） &

*７８５－２３０６か,に参加者全員の必要

事項を書いて、１月２５日（必着）まで

に〒６６４－００１５昆陽池３‒１昆虫館「こや

いけ探検隊」係（!７８５－３５８２）へ。

.

第４５回新春囲碁大会

!１月３０日㈰９：００ "スワンホール

#ランク別・手合割により各自４局ず

つ対局 $小学生以上８０人 %高校生

以下１０００円、一般１５００円（昼食が不要

な場合は各５００円引き） &１月１５～

２４日の１０：００～１７：００（日曜は１６：００ま

で）に中央公民館!７８４－８０００へ。-

母子・父子家庭バスツアー

!２月６日㈰ #８：３０にサクライ写

真館（宮ノ前１）前に集合し、城崎マ

リンワールド（豊岡市瀬戸）に行く $

２０組 %３歳～小学生１０００円、中学・

高校生１５００円、大人２５００円 &１月３１

日までに伊丹市婦人共励会事務局!

７７２－２５８４（*同じ）へ。-

ひきこもり家族のつどい

!＆#２月６日㈰▷１０：００＝定例会▷

１１：３０＝※個別相談会 "いたみいき

いきプラザ $※は１組 %無料 &

社会福祉協議会!７８５－０８６０へ。-

伊丹市芸術家協会～第１２回早春の風にのせて

!２月１１日㈷１４：００ "伊丹アイフォ

ニックホール #邦楽・洋楽の２部構

成コンサート $５００人 %無料（要

整理券。１月１７日から同ホール、東リ

いたみホール、市役所６階の文化振興

課で配布。１人３枚まで） - '同

課!７８４－８０４３

第２回こやいけ野鳥観察会

!２月１３日㈰１０：００ "昆陽池公園

内、昆陽池センター前 #同公園にい

るカモや冬鳥を観察（双眼鏡の貸し出

しあり） $２０人（小学生以下は保護

者同伴） %３００円 &*７８５－２３０６か

,に参加者全員の必要事項を書いて、

１月１５～３１日（必着）に〒６６４－００１５

昆陽池３‒１昆虫館「こやいけ野鳥観察

会」係（!７８５－３５８２）へ。.

陸上自衛隊第３師団第５２回定期演奏会

!２月２６日㈯１４：００ "東リ いたみホ

ール #吹奏楽のコンサート $小学

生以上１０００人 %無料 &２月１３日ま

でに同団（!７８１－００２１）㋭から電子

申請（１回につき４人まで）を。.

講 座 ・ 講 演

権利擁護市民向けオンライン講演会

!３月３１日まで #弁護士の種谷有希

子さんによる講演「成年後見人の仕事

って何？～成年後見業務の基礎」。社
ユ ー チ ュ ー ブ

会福祉協議会公式YouTube（下二次

元コードから読み取り

可）で配信 %無料 '

福祉権利擁護センター!

７４４－５１３０

「ふらっと」パソコン教室

!１月２４日～３月１４日の月曜（全８回）

１４：００ "「ふらっと」人権センター

#「続ワード＆エクセル」 $５人 %

４０００円 &１月１７日から)同センター

!７８１－６００６へ。-

表示に惑わされない賢い商品選択

!１月３１日㈪１８：００ "男女共同参画

センターここいろ #身の回りの不当

な広告表示などについて学ぶ $２０人

%無料 &消費生活センター!７７２－

０２６１（*７７５－３８１１も可）へ。-

地域デビュー応援講座

!２月４日㈮１０：００ "いたみいきい

きプラザ #地域活動への参加に向け

た料理講習会とボランティアグループ

の活動紹介 $定年退職した１２人 %

７００円 &１月３１日までに)ボランテ

ィア・市民活動センター!７８０－１０４５

へ。-

カウンセラー養成入門セミナー

!２月５日㈯１３：３０ "東リ いたみホ

ール #「パーソナリティステップ理

論」についての講義とグループワーク

$１５人 %５００円 &１月２６日までに

ユニゾンカウンセラー協会の江口さん

へ。-

初心者のためのスマホ体験講座

!２月７日㈪１０：００、１３：３０ "きらら

ホール $各１２人 %無料 &１月１５

日から同ホール!７７０－９５００へ。-

創業時からの人材採用・育成セミナー

!２月１６日㈬１３：３０ "伊丹商工プラ

ザ（オンライン受講も可） $１５人 %

１１００円 &産業振興センター!７７３－

５００７（*７７８－６２６２も可）へ。-
ウ ィ ズ

ＷＩＴＨコロナ時代を明るく生きる

!＆#▷２月１８日＝①「不便益って何

？」▷２５日＝②「こころを届ける手紙」

（実技あり）▷３月４日＝③「落語に

学ぶ 笑いの効用と人間力」。いずれ

も金曜１３：３０ "スワンホール（①は

☆オンライン受講、③は※ラスタホー

ルでの視聴も可） $①③各５０人②２５

人 %各５００円（※は無料） &１月

１９日１０：００から中央公民館!７８４－８０００

（*７８４－８００１、２０日から同館㋭から電

子申請も可）へ（☆は１月２０日～２月

１０日に同館㋭から電子申請を。※はラ

スタホール!７８１－８８７７へ）。-

実践！大人の自己主張スキルアップ術

!２月１９日㈯１４：００ "男女共同参画

センターここいろ #相手を思いやり

ながら自分の意見を上手に伝える方法

を学ぶ $２０人 %無料 &１月１５日

から同所!７８１－５５１６へ。- (１歳

～就学前６人（１人３００円。要予約）

コミュニティビジネス入門

!２月２０日㈰１３：３０ "スワンホール

#地域の課題とビジネスをつなぐコミ

ュニティビジネスを学ぶ $１５人 %

無料 &市民まちづくりプラザ!７８０

－１２３４へ。-

女性登用、その先の未来へ

!２月２５日㈮１３：３０ "男女共同参画

センターここいろ #女性登用が企業

や組織に与える影響や、多面的な対応

策について考える $事業者など２０人

%無料 &同所!７８１－５５１６へ。- (

１歳～就学前６人（１人３００円。要予

約）

販促・接客・店づくり実践セミナー

!２月２５日㈮１４：００ "伊丹商工プラ

ザ（オンライン受講も可） #「これ

から成長できる店/会社となる方法」

$１５人 %１１００円 &産業振興センタ

ー!７７３－５００７（*７７８－６２６２も可）へ。

-

女性のためのマネーサロン

!２月２８日㈪１３：３０ "ラスタホール

#「知っておくと役立つ基本の金融商

記事中の記号の見方は上段の「６・７面の記号の見方」をご覧ください
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!…日時 "…場所 #…内容 $…対象・定員 %…料金

&…申し込み方法 '…問い合わせ先 (…一時保育あり

)…電話（で） *…ファクス（で） +…当日直接、会場へ

,…はがき（で） -…往復はがき（で） .…先着順

㋭…ホームページ /…応募多数の場合は抽選

＊申し込みがはがきか往復はがき、ファクスの場合

は、次の必要事項を必ず書いてください。

必要事項…郵便番号、住所、氏名（ふりがな）、年齢、電話

番号（あればファクス番号も）、講座・行事名、コース名など

＊往復はがきの場合は返信用に郵便番号（７けた）、

住所、氏名も記入しておいてください。

△！電話番号はよく確かめてからおかけください

かっこ内は休業日 市外局番は「０７２」
電話 ファクス

市 役 所（土・日・祝） ７８３-１２３４
（代表）

７８４-８１０７
（広報課）

・神津支所（土・日・祝）
・北支所（土・日・祝）
・西分室（土・日・祝）
・南分室（土・日・祝）
・野間分室（土・日・祝）
人権啓発センター（土・日・祝）
くらしのプラザ（土・日・祝）
消防局
上下水道局（土・日・祝）
交通局
伊丹病院
環境クリーンセンター（土・日）

７８２-２２１８
７８１-０１５３
７７９-４３３２
７７２-１００１
７７７-６８３０
７８１-６００６
７８２-８２６１
７８３-０１２３
７８３-１６００
７８１-３７５１
７７７-３７７３
７８２-０９６８

――
――
――
――
――

７７９-６２２４
――

７８３-４９９９
７８３-４６０９
７８１-５７１１
７８１-９８８８
７７５-３１７９


