
募　集

11/11（日）から 11/17（土）
は「税を考える週間」です。
　税をより身近なものとしてご理
解いただくため、「税に関する小
学生の書道・ポスター展」を次の
とおり開催します。
　また、自宅などからインター
ネットを利用して申告書の提出な
どができる「国税電子申告・納税
システム（e-Tax）」の体験コーナー
も設けています。
税に関する加西市内の小学生の書
道・ポスター展
日時：11/9（金）～ 16（金）
　8：30 ～ 17：15※土日除く
場所：加西市役所１階ロビー
国税電子申告・納税システム
（e-Tax）」の体験コーナー
日時：11/11（日）　①10：30 ～
12：00　②13：30 ～ 14：30
場所：小野サティ１階　催事場
※税理士による実技指導もあり。
問合先：社税務署☎0795-42-0223

ひょうご安全の日推進事業
助成制度のご案内
　阪神・淡路大震災の経験と教訓
を生かし、災害による被害の軽減
を目的として、団体が防災学習や
訓練などに取り組む際、その経費
の一部を助成します。
助成額：対象経費× 1/2
　（対象経費は 10 万円以上）
期間：12 月から 3 月に行うこと
申請：10/31 まで
問合・提出先：北播磨県民局防災課
　☎ 0795-42-9326

北播磨じばさん元気市
　加西をはじめ、北播磨の地場産
品が勢揃い！
日時：11/10（土）、11（日）
　10：00 ～ 16：00
場所：東条湖大駐車場特設会場
問合先：加東市商工観光課
　☎0795-47-1300

ヤギの名前を募集！
 よい子の皆さんへ
　加西市では、ヤギを放牧するこ
とで、手軽に安く農地を守りなが
ら、ヤギのいる風景を加西市に創
出し、すばらしい景観をつくって
いく計画です。
　10/2（火）、一頭のヤギが市役
所北側の芝生広場にやってきまし
た。今は市内の里親に預けて世話
をしてもらっています。
　希望があれば、貸し出しもしま
す。愛きょうを振りまいて、加西
市の新しいキャラクターとして活
躍してくれることでしょう。
　そこで、このかわいいヤギさん
に名前を付けてください。
　名付け親になってくれた方に
は、記念品をプレゼントします。
応募資格：市内の保育園児・幼稚
園児・小学生
応募期限：10/31（水）
応募方法・問合先：ヤギに付ける
名前と、住所、氏名、電話番号、
学校(保育園・幼稚園)名、小学生
は学年をハガキに書いて応募して
ください。
〒675-2395
　経営戦略室　☎428700

　▲やってきたヤギ（オス、4 ヶ月）

新婚世帯向け家賃補助制度
　加西市で新しい生活をスタート
する新婚世帯を応援するため、市
内の民間賃貸住宅に入居する新婚
世帯に対して、家賃の一部を補助
します。（年間先着50件まで）
補助要件： 
・平成19年4月1日以降に市内の民
間賃貸住宅と契約して居住してい
ること。
・婚姻届出日より３年以内の申請
で夫婦の満年齢の合計が７０歳未
満であること。
・所得制限あり。
支給額：月額最大12,000円
　最長３６ヶ月。
　詳しくは下記まで。
申込・問合先：
商工観光課　☎428740　
mail：shoko@city.kasai.hyogo.jp

出会いふれあい交流事業！　　
『異人館♪ちょい恋X’mas』
　
　異人館散策＆高台のレストラン
でランチパーティー♪創作フレン
チ＆イタリアンを楽しみながら、
ステキな恋をみつけよう！
日時：12/2（日）8：30受付
　（加西市役所前集合）
場所：神戸北野異人館
参加資格：20歳以上未婚の男女
（学生不可、男性は加西市内在住
か在勤の方に限る）
参加費：男性　5,000円　
　　　　女性　4,000円
募集人数：男女各12名
申込締切：11/16(金）※先着順
問合・申込先：
①加西市労働者福祉協議会（加西
市職員組合内）　　☎℻  423334
E-mail：jhyogo34@giga.ocn.ne.jp
②商工観光課　
　☎428740　　℻  431802
E-mail:shoko@city.kasai.hyogo.jp

　10月市長サロン
　他の公務のためお休みとさせて
いただきます。ご了承ください。
  問合先：秘書課　☎428701
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ポリオの予防接種
　ポリオの予防接種は、下記のと
おり集団で実施しています。
まだ受けていない児は、受けるよ
うにしましょう。
対象年齢：生後3 か月～
　　　　　　　　　90 か月未満
接種回数：2回
実施日：11/2(金)、11/14(水)
　11/21(水)、11/30(金)
受付時間：13：00 ～ 13：45
場所：健康増進センター
料金：無料
持ち物：予診票( ペンで記入)、　
　母子健康手帳、体温計
※「予防接種と子どもの健康」の
　冊子を事前に必ず読んで、予防
　接種を理解した上で接種をしま
　しょう。
※親と子の健康づくりカレンダー
　で、地区別に実施日を掲載して
　いますので、ご確認ください。
問合先：国保健康課　健康係
　　　　☎428723

赤い羽根共同募金　　　　
　　　　　にご協力を！！
　今年も 10月1日から 3 ヶ月間に
わたって、「地域の福祉、みんな
で参加」をスローガンに共同募金
運動を展開中です。加西市では、
10月の 1 ヶ月間を赤い羽根共同
募金運動強化月間として、たすけ
あいの輪を広げていきたいと考え
ています。
　皆さまの温かいご支援とご協力
をお願いします。
　集められた募金は①老人福祉活
動費、②障害者福祉活動費、③児
童・青少年福祉活動費、④母子・
父子福祉活動費、⑤福祉育成援助
活動費、⑥ボランティア活動育成
事業費、⑦心配ごと相談所事業に
活用していきます。

新潟県中越沖地震義援金
　市役所１階に募金箱を設置し、
市民の皆様から義援金をお預かり
しました。
　9月5日までに 37,944円が集ま
り、新潟県災害対策本部に送金さ
せていただきました。ご協力あり
がとうございました。

自賠責保険・共済の有効期
限は切れていませんか？
　自賠責保険・共済は、万一の自
動車事故の際の基本的な対人賠償
を目的として、原動機付自転車を
含む全ての自動車に加入が義務付
けられています（自動車損害賠償
保障法）。
　有効期限切れ、かけ忘れにご注
意を！
　なお、自賠責制度の詳しい内容
は、http://www.jibai.jp でご覧く
ださい。

使用期間の長い家電製品を
ご使用している皆様へ
　使用期間の長い家電製品による
火災が発生しています。 使用期間
の長い家電製品を使用するときは、
必ず点検を実施しましょう。
　経済産業省　☎03-3501-4707

愛犬家の皆様へ
＊犬のフンの始末は飼い主の責任
です＊　　　 
　公園・道路などの公共の場所や
他人の土地・建物などに、犬のフ
ンを放置することは深刻な迷惑行
為です。犬を散歩に連れて行くと
きはスコップやビニール袋等を持
参し、フンをそのまま放置したり
埋めたりしないで、必ず自宅に持
ち帰り処分してください。
問合先：まちづくり課  ☎428751

公民館学習発表会
　市内４公民館及び館外教室で日
頃学習された成果を発表します。
多数のご来場をお待ちしています。
南部公民館
「宮き野のつどい」☎490041
10/18（木）9：00 ～ 16：00
　囲碁大会
10/20（土）9：00 ～ 17：00
　作品展示
10/21（日）9：00 ～ 15：30
　作品展示・芸能発表・バザー
善防公民館
「善防公民館まつり」☎482643
10/27（土）9：00 ～ 17：00
　作品展示
10：00 ～ 12：00　記念講演
　「高齢者の交通安全」　
　「善防山城とその歴史」
10/28（日）9：00 ～ 15：00
作品展示・芸能発表・茶席・バザー
北部公民館
「ふれあいの祭典」☎450103
10/8（月）12：30 ～ 16：00
　芸能発表　
「文化祭」11/16（金）
9：00 ～ 17：00　作品展示
9：30 ～ 11：00
　記念講演：講師　林公一
11/17（土）9：00 ～ 17：00
　作品展示、11：00 ～ 13：00　
　そば打ち実演販売
11/18（日）9：00 ～ 15：00
　作品展示・茶席・バザー
中央公民館
「中央ふれあいまつり」☎422151
12/1（土）9：00 ～ 17：00作品展示
12/2（日）9：00 ～ 15：30
作品展示・芸能発表・茶席・バザー

▲公民館活動の様子
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