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　10 月 5 日。玉田幸代さんが、

人権擁護委員として法務大臣表

彰を受賞されました。「私に対

してではなく、加西部会員全員

への表彰です。」と玉田さん。

平成７年に委嘱を受け、今日ま

で 12 年間に渡り人権擁護活動

に携わってこられました。人権擁護と人権思想の普及・

高揚に取り組んでこられた多年の貢献と功績が称えられ

ての受賞となりました。

　10 月 23 日。加古川市

民会館にて第５５回兵庫

県更生保護大会が行われ

ました。

法務大臣表彰：吉田公明
近畿地方更生保護委員会委員長表彰：岡本敎穂、筒井俊光
近畿地方保護司連盟会長表彰：高見英市
神戸保護観察所長功労表彰：永井秀世　　本玉京子
兵庫県保護司会連合会長表彰：下村義明
神戸保護観察所長感謝状（社会を明るくする運動）：
　　播州商運倉庫株式会社

神戸保護観察所長感謝状：井上美代子

　平成 19 年度成人善行表彰が 11 月 17 日、東京の明治

神宮参集殿において挙行され、加西市内から３名の皆さ

んが表彰を受けられます。

青少年指導（青少年補導委員）：石芳博
社会福祉（各種奉仕活動）：友藤雄彦、高井寿郎

（敬称略）

 全国防犯協会連合会長表彰
加西市防犯協会　北条支部支部長：山本  健三
　多年にわたり地域における積極的な防犯活動を展開

し、平穏で安全な街づくりに貢献されました。

社団法人日本善行会  善行表彰

人権擁護委員に法務大臣表彰

更生保護活動への貢献をたたえて
各　種　表　彰

　加西市の財政状況は大変厳しいですが、市民サービス

と行政執行のために必要な財源（歳入）は今後も確保し

なければなりません。

　国の三位一体改革に伴う税源移譲により、所得税（国

税）の一定部分が地方自治体の住民税に置き換えられた

ことに加え、定率減税の廃止や高齢者優遇税制の廃止等

もあって、納税者の皆様には市民税が増税されたように

受け止められているのではないでしょうか。

　加西市では、市長方針を受けて、平成 18 年度から収

納課を設け、一斉徴収・訪問徴収・地区別集中滞納整

理・納税相談等を実施して、現年での収納に努めていま

す。その結果、過去 10 年で最も高い収納率 98.6％（平

成 18 年度）を達成しました。

　また、納税責任を自覚していただくとともに、税負担

の公平性を確保するためにも、納税意識が低く、約束を

守らない等の悪質滞納者に対しては、差押えを強化して

います。

　差押えの状況　　　　　　　　　　　　（単位：件）
年度 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18

差押え件数 46 32 43 72 81 76 191

　加西市では、平成 15 年 10 月に策定した「財政再建

推進計画」並びに平成18年10月に定めた「改革マニフェ

スト」に基づいて、財政健全化に取り組んでいます。

　その一環として、市が保有する資産（動産、不動産な

ど）のうち、行政執行に直接必要のないものや遊休のも

のを売却・賃貸・流動化することに取り組んでいます。

平成 18 年度には 4件、2,439 万 9 千円の土地売却益と、

422 万円の公用車売却益を計上しました。

　平成 19 年度についても、数件の遊休地を売却するべ

く準備中ですが、今回、新たにインターネット入札シス

▲長い髪の女（小磯良平）

▲バラと少女（富永直樹）

加西市技能顕功賞の表彰

北尾誠祥さん（ヘアーサロン北尾）
…　S58. パリ国際大会優勝等日

本の理容業界の第一人者。技術

指導に力を注ぎ、技術　の向上

や普及に力を注ぐなど、多大の

功績を残されました。

岡林義行さん（岡林建築）…37
年の永きに渡り建築大工として技をみがき、1級技能士

や職業訓練指導員等を取得し、住吉神社東拝殿修繕工事

なども手がけました。

市役所改革について中川市長が講演
　10 月 29 日、明石市役所が

職員の意識改革を目的とした

セミナーを開き、初回の講師

として中川市長が招かれ、「経

営的視点からの市役所改

革」をテーマに、講演しま

した。お客様である市民・納

税者のために、高い使命感と

ホスピタリティーをもって質の高い市民サービスを提供しよ

う、と訴えました。

インターネット公売を
始めます！

インターネット公売を
始めます！

収納率UPのために

テムを活用して、市が保有する絵画・美術品等の売却も

進めることにしました。

　現在、市が保有している絵画等としては、歴代の「花

の美術大賞展」の入賞作品（67 点）や寄贈品（70 点）、

そして市庁舎竣工時に装飾用として購入した作品等（20

点）がありますが、今回の売却対象とするものは、有価

で購入した絵画等のうち、売却に支障のない物件です。

　なお、入札時期等については決まり次第、広報、市

WEB サイトで詳細をお知らせします。

差押対象物件（給与・国税還付金・出資金・預金・不動産・生命保険等）

作者名 作品名 種別 サイズ
小磯良平 帽子の女 絵画 47㎝ ×31㎝
小磯良平 長い髪の女 絵画 55㎝ ×39㎝
松井　正 敦煌の空 絵画 180㎝ ×225㎝
西村　功 パリの人形を

買って帰る
絵画 128㎝ ×160㎝

西村　功 旅人 絵画 142㎝ ×93㎝
柳原義達 道標、鳩 ブロンズ ―
富永直樹 バラと少女 ブロンズ ―
森崎伯霊 晩秋の奥丹波 絵画 77㎝ ×88㎝
森崎伯霊 惜春 絵画 89㎝ ×71㎝

主な所蔵物品

▲パリの人形を買って帰る（西村　功）

▲晩秋の奥丹波（森崎伯霊）

遊休資産や差押え物件な
どの

問合先
インターネット公売：管財課　☎42 8704
収納率：収納課　☎42 8714

▲敦煌の空（松井　正）
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第 41回市民ロードレース大会
期日：12/16（日）　※雨天 12/22（土）　小雨決行
　　　8：00　受付開始　12：30　閉会式
場所：善防中学校周辺コース（日本陸連ハーフマラソン公認コ
　ース）
参加資格：加西市内に居住・勤務・通学している方
種目：1,000 ～ 5,000 ｍ、男女別年齢別に 23 部
参加費：高校生以上 1人 400 円。小・中学生 1人 300 円  

表彰：各部とも３位まで表彰。ただし、申込み人数が
20 名以上の場合は６位まで。申込み人数が 40 名以上の
場合は 10 位まで。
※小学 1・２年生の部は、申込み者が 60 名を越えた場合、
Α・Βの２部に分けて競技し、各部６位まで表彰する。
申込締切：11/30（金）必着
申込先：〒 675-2303　加西市北条町古坂 882-14
　加西市陸上競技協会  植田正吾 宛  ☎42 3253

わか杉国体・わか杉大会で加西市出身者が大活躍！

各種目の優勝者

－スポーツの秋を満喫－
加西市体育大会加西市体育大会第40回

第 40 回加
西市体育

大会
第 40 回加

西市体育
大会

善意の表彰
＆体育協会

スポーツ賞
受賞者

善意の表彰
＆体育協会

スポーツ賞
受賞者

　10 月 7 日（日）を中心に、市民の健やかな体と豊かな心づくりをめざ

し「第 40 回加西市体育大会」が行われました。市内各会場で 17 種目に

約 4千人が熱戦を繰り広げました。

　また、同日加西球場で行われた開会式では、「加西市善意の表彰」のうち、

スポーツ部門の振興に寄与し、全国大会等で優秀な成績を収められた方々

へ「体育協会スポーツ賞」等の表彰が行われました。

☆加西市善意の表彰【かしの木賞】
　○三宅　弘之（鶉野町）
　○石原　正稔（朝妻町）
　○杉山　光政（古坂）
　○世良田　五男（下芥田町）
☆体育協会スポーツ賞
　＜スポーツ功労賞＞
　○高橋　雄紀（北条町）
　○小田　栄三（鴨谷町）　

☆体育協会創立４０周年記念感謝状受賞者
　○軟式野球協会
　　伊林　輝夫　  澤田　等　　岡崎　寛
　○陸上競技協会
　　岡本  昌文　    安富　均
　○サッカー協会
　　横田　文明　  西村　治　　渡辺　俊彦
　○柔道協会　
　　浅田　　豊
　○グラウンド・ゴルフ協会
　　市浦　美保

（敬称略）

第 37回　町対抗家庭バレーボール大会
〔男子〕▽一部　東高室Ａ　▽二部　坂本　▽三部　坂元
〔女子〕▽一部　坂本　▽二部　芝自治区　▽三部　畑Ｂ

第 38回　親善サッカー大会
〔少年〕▽賀茂ＳＳＤ　〔一般〕▽ハミーゴ

第 41回市民卓球大会
〔男子ｼﾝｸﾞﾙｽ〕▽一部　田居修一（暁ｸﾗﾌﾞ）
　▽二部　藤井晃輔（北条高）▽三部　子石悠人（泉中）
〔男子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ〕田居修一・堤田国司（暁クラブ・スポーツク　
ラブ２１九会）
〔女子ｼﾝｸﾞﾙｽ〕▽一部　山端悦子（暁ｸﾗﾌﾞ）
　▽二部　小藪真実（泉中）▽三部　金沢朋子（泉中）
〔女子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ〕藤元洋子・山端悦子（暁ｸﾗﾌﾞ）
第 41 回市民ソフトテニス大会

〔一般男子〕　東郷　崇・佐藤宏樹（ドリーム）　　
〔一般女子〕　森　美咲・水田学弥（北条高）
〔男子ジュニア〕　井本　翔・杉井勇貴（北条高）

第 40回市民柔道大会
●個人戦　▽小学生低学年　福谷　翼　▽小学生中学年　　松
井海斗　▽小学生高学年　内藤かりん
　▽中学生　中野　智貴　▽高校・一般　玉井　大

第 33回市民剣道大会
●個人戦　▽小学生低学年　千石岳司（加西ｽﾎﾟｰﾂ少年団）
　▽小学生高学年女子　荒木七海（北条少年剣修会）
　▽小学生４年男子　和田貴揮（加西ｽﾎﾟｰﾂ少年団）
　▽小学生５年男子　加藤　諒（北条少年剣修会）
　▽小学生６年男子　西田智貴（北条少年剣修会）
　▽中学生１年男子　常峰泰地（泉中）　
　▽中学生１年女子の部　中村侑以（加西中）
　▽中学生２・３年男子　山端克忠（加西中）　
　▽中学生２・３年女子　高見日和（泉中）
●団体戦　▽中学生男子　北条中Ａ　▽中学生女子　泉中

第 38回市民空手道大会
●型競技　▽幼年　松岡大暉　▽小学低学年　田中れん　　▽

小学高学年　吉岡寛斗　▽中学　北原暉人　▽一般　東郷護靖
●組手競技　▽幼年　谷田夢哉　▽小学低学年　田中れん　▽
小学高学年　吉岡寛斗▽中学　北原暉人▽一般　長浜光洋
第 31回少林寺拳法演武大会
●組演武
〔少年の部〕　▽低学年　山下大将・長谷川蓮　▽中学年　塩河
胡桃・朝山佑理　▽高学年　森田悠介・東郷亮太
〔一般の部〕　高見博美・塚原　誠
●乱捕　〔少年の部〕　東郷亮太　　〔一般の部〕　切貫祐介

第 8回市民ペタンク大会　竹内敏和、竹内美也子　
第 4回市民マウンテンボール大会　井上正和
第 32回　市民バドミントン大会
〔男子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ〕▽一部　阿賀　覚・田中達也（兵教大）
　▽二部　金澤伸泰 ･長澤文弥（ＦＯＬＬＯＷ）
〔男子ｼﾝｸﾞﾙｽ〕▽一部　中川裕嗣（柳田ｸﾗﾌﾞ）
　▽二部　大豊裕一（上万願寺町）
〔女子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ〕▽一部　福島由紀・土成　愛（柳田ｸﾗﾌﾞ）
　▽二部　田辺二三恵・山口由紀（土曜ﾊﾞﾄﾞ）
〔女子ｼﾝｸﾞﾙｽ〕▽一部　土成　愛（柳田ｸﾗﾌﾞ）
　▽二部　福島由紀（柳田ｸﾗﾌﾞ）

第 25回市民硬式テニス大会
▽男子ダブルス　相馬子朗・植野諭圭（加西ﾛｰﾝ）▽女子　ダ
ブルス　山田千鶴・友井律子（TEAM ﾗｰ）▽ミックス　ダブル
ス　山田智博・山田千鶴（三洋電機・アオノ）

第 14回市長杯地区対抗ゲートボール大会　富合チーム
第 18回市長杯グラウンド・ゴルフ大会
　▽男子の部　岡村　巽　▽女子の部　菅野利子

第８回市民バウンドテニス大会
　▽ＢＴラリー戦　根日女　▽団体戦　がんばろ会Ｂ

第５回親善バスケットボール大会
〔小学生高学年の部〕▽男子　ざ★にしありたぁ～ず　
　▽女子　北条小マーメイド　▽低学年　北条小ちびっ子　
ファイブ
〔高校・一般の部〕▽男子　てんぐ▽女子　西脇高校クラブ

第 29回市長杯少年野球大会　　泉少年野球クラブ
第 23回加西市ジュニアバレーボール大会
　西在田少女バレーボールクラブ

優勝
得点率 65.300
（ブラティーノ）

　5 度目の国
体出場で悲願
の初優勝。

　2 位に大差をつけての優勝も、
この日は「ブラティーノ号」の調
子が本当によかった。優勝はブラ
ティーノのおかげ、と相棒をねぎ
らう斉藤さん。現在は、競技だけ
でなく指導にも力を注いでいる、
とのこと。加西乗馬クラブへ行く
と、斉藤さんの輝くような笑顔に
出会えますよ。

走幅跳　2位
　（4ｍ 24cm）
ハンドボール　
　投げ　2位
　（33ｍ 31cm）

　ほんのわずかの差で、2位となっ
たが、「兵庫の代表として、力を
出し切ることができ、とても満足
しています。」と松本さん。10 月
27 日に行われた、加西市障害者運
動会でその結果が報告され、運動
会の参加者からは感嘆の声があが
りました。

わか杉国体
　　馬術　斉藤千晶さん

わか杉大会　
　　陸上競技　松本武彦さん

3位
少年男子
　B3000m
（8分 24秒 89）

　「優勝を目指していましたが、
惜しくも敗れてとても悔しい。次
こそは優勝目指して頑張ります。」
と志方くん。今は県立西脇工業高
校で、毎日厳しい練習を積んでい
ます。全国高校駅伝での活躍も楽
しみですね。

わか杉国体
　陸上競技　志方文典さん



　総勢 56 チームが参加する関西最
大級のストリートダンスイベントは
必見 !!!
日時：12/8（土）18：00 ～ 22：00
場所：ねひめホール
主催：KAFE 実行委員会　　
協働：地域交流センター登録団体
入場：無料　（※）ゲストダンスチー
ムのショータイムは撮影等禁止にな
ります。ご了承ください。

イベント問合先：
　　地域交流センター　☎42 0106

ねひめふれあいステージ＋WS
日程：12/6( 火) オリジナルテーマに
あわせた体操＆はばタンもオリジナ
ル体操!?　後半はちびっ子達用のダ
ンスワークショップ開催。
時間：10：00 ～ 12：00
場所：多目的ホール　
対象：0歳から未就学のお子さんと
その家族
11/24（水）午前9：00より電話受付

市民が主催する40周年記念事業
～ KAFE2007 DANCE SECTION ～
　KAFE2002 から 5 年。市民主催型
によりパワーアップした KAFE2007
の第二弾 Dance Section がいよいよ
登場 !!
　 加 西 市 出 身 の プ ロ ダ ン サ ー
“KIN” デザインにより “MASTER OF 
DANCE” Tony Go Go や Be Bop Crew
の Ricky、インペリアルの Shinji。さ
らにコンテスト優勝や TV 番組出演
中の数多くの超有名ダンサーが全国
から一挙に集結。
　≪ゲスト≫
Tony Go Go、Ricky、Shinji、KIN、
99point、Adetoo、Root Lockers、
義人一家、MAESTRO、UPPER DICK、
CELL FUSION など。

 ねひめ cue!（多目的ホール）入場無料
「風と共に去りぬ」 
主演：ヴィヴィアン・リー 
11/23（金・祝）13:00 ～ 16:45
地域交流センター
　多目的ホール

  ねひめ FILM（多目的ホール）入場無料

11/24 （土）10：00 ～　グッバイガール
託児サービス有り　（3日前要電話予約）

ドイツ・オーストリア人俘虜も訪れた古刹
　　　　　　　　　　　　　－奥

おくさんじ

山寺（国正町）－
『加西市史』第五巻「建造物」より

写真　当時の多宝塔と俘虜たち

　　　　（ドイツで発見された写真）

　かつて青野原町には第一次世界大戦の俘
ふり ょ

虜収容所がありました、そこには

オーストリア人やドイツ人が 500 名近く収容されていました。大戦も末期にな

り戦線が収束していくと、俘虜の取り扱いも柔軟になり、集団での外出も許さ

れるようになります。こうして俘虜たちは、加西を始め各地を訪れることにな

ります。

　俘虜たちは、日本での生活を自分たちのカメラに収めていたようで、発見さ

れた写真から外出先も判明しました。市内では一乗寺や普
ふみょうじ

明寺（大工町）、市

外では闘
とうりゅうなだ

龍灘（加東市）などの風景写真が発見されました。

　また、国正町の奥山寺では多宝塔を背景に俘虜が記念撮影を行っています。

白
はく ち

雉二年（651）開
かい き

基と伝えられる奥山寺は、中世以降大いに栄え、近世に入

ると大
だいくむら

工村（現大工町）の大工神田氏の手により、伝統と斬新さが融合した非

常に趣き深い改築や改修が行われます。

　深山に佇
たたず

む豪壮な寺院建築と穏やかな空気は、俘虜たちにはどのように映り、

感じたのでしょうか。

　この時期、奥山寺は紅
くれない

で一色に染まります。紅葉と共に俘虜たちの感じたも

のを追体験してみるのも一興ではないでしょうか。 このコーナーでは、加西市史について皆さまに
分かりやすく紹介します。
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わくわく子育て情報
≪まちの子育てひろば応援団から≫

すくすくひろば＋かんがるーひろば
お子さんの身長・体重を測ります。大きくなったか
な？！
妊婦さんも大歓迎！ワイワイおしゃべりしましょ！
※今月は助産師さんによる「病気の時の対処方法につ
いて」のお話があります。
と　き　12/18（火）10時30分～ 11時30分

【問合・連絡先】

　ねひめキッズ  ☎425710（富田小東側）
　開園日：月～土曜日　午前10時～午後3時

  （※日曜日・祝日・年末年始は休園）

〈洋画〉市制 40周年記念市長賞：松尾正志（加西市）
市制 40 周年記念議長賞：菅野桂子（姫路市）教育委員
会賞：竹内薫（姫路市）文化連盟会長賞： 保杉弘（宍粟市）
美術家協会長賞：井上奈保（福崎町）

〈日本画〉市制 40 周年記念市長賞：袴田政巳（姫路市）
　　市制 40 周年記念議長賞：森下眞弓（高砂市）教育
委員会賞：定行鶴代（加西市）文化連盟会長賞：藤田照
美（福崎町）

〈水墨画〉市制 40周年記念市長賞：姫元美津子（姫路市）
市制 40 周年記念議長賞：妹島栢雪（姫路市）教育委員
会賞：稲継永治（西脇市）文化連盟会長賞：笹沼千寿代

（姫路市）美術家協会長賞：嶋田翆豊（西脇市）

〈版画〉市制 40周年記念市長賞：小山勇田加（加古川市）
市制 40 周年記念議長賞：三好研太（加東市）　教育委員
会賞：西川彰一（加古川市）文化連盟会長賞：戸谷孝子

（宝塚市）美術家協会長賞：岡哲也（加西市） 吉竹伸治（西
宮市）

〈書道〉市制 40 周年記念市長賞：新宮善覚（宍粟市）市
制 40 周年記念議長賞：鹿島久美（多可町）教育委員会
賞：西村白蓮（姫路市）文化連盟会長賞：福田恵（加西市）
美術家協会長賞：高見聖佳（加西市）

〈彫塑・工芸〉市制 40周年記念市長賞：狩野孝子（明石市）
市制 40 周年記念議長賞：辰巳清三（姫路市）教育委員
会賞：仲田軍兵（西脇市）文化連盟会長賞：石原康次郎

（丹波市）美術家協会長賞：長野勝（高砂市）

〈写真〉市制 40 周年記念市長賞：松本大（播磨町）市制
40 周年記念議長賞：大西康嗣（姫路市）教育委員会賞：
藤井紀夫（加東市）文化連盟会長賞：中右昌明（加西市）
美術家協会長賞：平井利幸（加東市）

美術公募展入賞者 （敬称略） 「北条鉄道の絵」入賞者決定
   　北条鉄道の四季をテーマ（今回

は夏）に募集したところ、26 点の
応募があり、3名の審査員により各
賞が選ばれました。応募された全
作品を 11 月 18 日から北条鉄道の
車両内などに掲載する予定です。

北条鉄道社長賞：上原萌（小学 3 年）ステーションマスター
賞：森本うらら（小学 4 年）駅長賞：上原宗馬（小学 3 年）
畑中友希（小学 2 年）　中野　大（小学 2 年）

問合先：北条鉄道（株）☎42 0036 http://www.hojorailway.jp

　青少年センターでは、青少年の非行を防止し、明るく健
全でいきいきと生活することを目的に「非行ゼロ運動」を
実施しています。その一環として市内の小中学生を対象に
作文・標語・ポスターを募集し、入賞者が決定しました。

●ポスター《中学校の部》　最優秀賞：小池 真菜（泉）
　優秀賞：谷勝  裕（北条） 、村上 友香（加西）
　《小学校の部》　最優秀賞：上坂 望栄（西在田）
　優秀賞：清田 沙紀（北条東）、亀田 まなみ（九会）
●作文 《中学校２年》　最優秀賞  田中 未紗（北条）
    優秀賞　吉田 早希（泉） 優秀賞　堀江 紗也香（泉）
●標語 《中学校の部》 最優秀賞  三枝 ほなみ（北条）
  優秀賞   菅野 梨沙（加西）、森井 拡靖（善防）
 《小学校の部》 最優秀賞　後藤 里友（九会）
    優秀賞   是常 早穂美（賀茂）、森元 知里  （泉）

青少年の非行防止をめざして

「非行ゼロ運動」作品の入賞作品決定

▲上原萌さんの作品

今年も走るよ「サンタ列車」
　北条鉄道からの一足早いクリスマスプレゼント。サン
タと一緒に楽しい時間をすごしましょう。
期間：12/10（月）～ 24（月）毎日
時間：北条町駅発 9:30、10:42申込先：北条鉄道㈱☎42 0036

☆加西市の子育て情報冊子「子育てハンドブック」に掲載する広告を募集します。問合先：子育て支援課　☎42 8726



KASAI データバンク
人口／ 49,884（－ 1）　世帯数／ 16,897（＋ 26）
男／ 24,159（0）　女／ 25,725（－ 1）　
10 月の出生数　34 人　　死亡数　36 人

ひょうごの匠
　善防中学校では、物づくりにおいて優れた技能を有する「ひょ
うごの匠」を招き、直接その指導を受け、物づくりの難しさや楽
しさを体験しました。

白黒はっきりつけましょう！
　11月 3日。加西市文化祭囲碁大会が開催されました。結果は
以下のとおりです。
A級：優勝　三船宗之（加古川）準優勝　岡田政弘（加西）
B級：優勝　山端忠義（明石）準優勝　與田亨一（加西）
C級：優勝　前田勝（加古川）準優勝　佐野鹿十郎（加西）

サツマイモ料理でおもてなし
　10月 27日。宇仁小学校では、地域の老人会や、ワッ
ショイスクール、見守り隊の方々など、総勢約 500 名
を招待して、「サツマイモ祭り」が開かれました。

これで消火活動も
バッチリ！
　28 事業所、40 チーム 96
名第 13 回自衛消防実践競
技大会が行われました。
消火器競技の部
　①㈱コタニＡ
　②技研化成㈱関西工場
　③加西グローリー 
屋内消火栓競技の部
　①加西市役所Ｂ
　②加西市役所Ａ
屋外消火栓競技の部
　①三洋電機㈱加西事業所
　②兵庫産業㈱　　　
小型動力消防ポンプ競技の部
　①関西エナジス㈱　

下里小学校区で自主防災総合訓練
　10 月 28日。下里小学校区各町公会堂、下里小学校グラ
ウンドを会場に大規模地震の発生を想定した自主防災総合
訓練が、地域住民、各防災関係機関総勢 1,300 名が参加し、
実施されました。 98

お父さんも子育てに参加
　北部子育て学習センターでは、父親参加のファミリー運動会
を開催。254 人の親子が参加し、家族の絆を深め、子育ての楽
しさを再確認しました。

花と緑の協会が優秀賞
　「ひょうごまちなみガーデンショーin明石」ガーデン部門で、
加西市花と緑の協会が優秀賞に輝きました。出展協力いただ
いた “はばタンの風 ”の皆さんご苦労さまでした。

公開収録「あなた
とエアロビック」
　10 月 21日。加西市健
康福祉会館で、ＮＨＫ
番組「あなたとエアロ
ビック」の公開収録が行
われました。放送日は、
11/30（金）午前 9：00
～ 9：25、12/1（土）午
前 5：00 ～ 5：25（ 再 ）
です。

ため池でじゃこ捕り
　10月 28日。逆下池（笹倉町）で「ため池オアシス運動」が
行われ、249 名が参加して、親子のふれあいを楽しみました。

実りの秋　～収穫祭
　11月 6日。神戸大大学院付属食資源教育研究センターで
収穫祭が行われました。神戸大堀尾副学長と共に稲刈りの儀
式のあと、トライヤルウィークで育てた中学生と一緒に市長
も芋ほり。その後、神戸大ビーフなどを味わいました。

甘い？渋い？～小学生が柿の収穫
　九会小 3年生が、神戸大大学院付属食資源教
育研究センターで作付けされている柿を収穫。そ
の柿が、後日市内の給食で使用されました。

英語が話せなくても大丈夫！
　11月 4日。善防公民館で「加西☆国際交流まつり」が開か
れました。約 500人の参加者は、運動会やゲームを楽しみ、様々
な国の料理に舌鼓を打ち、交流を深めました。

沿線に響き渡った美しい歌声
　加西市と尼崎市のコーラスグループが北条鉄道の車両内で
交流会。参加者達は、車窓を流れる風景を眺めながらコーラス
を楽しみ、交流を深めました。

H19.10.31 現在（前月比）

詳しくは、http://www.city.kasai.hyogo.jp/ を
ご覧ください。



　手続きの流れ

（注）電子証明書の取得手続きはｐ 10を参照

☆家屋を新築・増築・滅失された方は、ご連絡をお願いします。　　　問合先：税務課資産税係（☎42 8713）
10 11

　12 月 1 日に国民健康保険の被保険者証（保険証）が

更新されますが、今回の更新より保険証がこれまでの世

帯一枚から、一人一枚のカード様式に変わることになり

ました。

　被保険者がそれぞれ一枚ずつ保険証をお持ちいただく

ことになります。これまで以上に、紛失等に注意をして

ください。

国保の加入・脱退はお早めに！ こんなとき 届け出に必要なもの

加
入
す
る
と
き

他の市町村から転入 転出証明書、印かん
職場の健康保険をやめた 職場の健康保険をやめた証明書、

印かん
職場の健康保険の被扶養者からはずれた 被扶養者でない証明書、印かん
子供が生まれた 保険証、印かん

や
め
る
と
き

他の市町村に転出 保険証、印かん
職場の健康保険に加入 国保保険証、職場の健康保険証（ま

たは加入の証明書）、印かん職場の健康保険の被扶養者になった
国保の被保険者が死亡 保険証、印かん

そ
の
他

同じ市町村内で住所変更
保険証、印かん世帯主や氏名が変わった

世帯が分かれたり、一緒になった
修学のため、別に住所を定める 保険証、在学証明証（学生証でも

可）、印かん
保険証をなくした 身分を証明するもの（運転免許証

など）、印かん

▲見本：一般被保険者証

農業所得の申告には収支計算が必要です。

　平成 18 年分の確定申告から、農業所得については、すべ

て収入金額から必要経費を差し引いて所得を算出する収支計

算によって申告しなければならなくなりました。

　いよいよ平成 19 年分の収支計算を行う時期が近づいてき

ましたので、今年１年間の収入や支出について出荷明細（伝

票）や領収書などを整理・確認し、確定申告に備えてください。　　

必要経費となるもの    項目 具体的な内容
雇人費 常雇、臨時雇人費などの労賃、賄費など

小作料・賃借料 地主に支払う農地の借料、農業用建物、農機具の賃借料、カントリーの利用料など
減価償却費 農業用建物、農機具、農業用車両などの償却費
利子割引料 農業に係る借入金（農業近代化資金等）の支払利息
租税公課 租税・・・農業用資産の固定資産税、不動産取得税、自動車税など

公課・・・水利費、農協組合費など
種苗費 種もみ、種子苗などの購入費
肥料費 肥料の購入費用
農機具費 取得価額が 10 万円未満又は使用可能期間が 1年未満の農具の購入費用
農薬・衛生費 農薬の購入費用、共同防除費など
諸材料費 ビニール、縄、針金などの購入費
修繕費 農機具、農業用車両などの修理に要した費用、車検代など
動力光熱費 農業に要した電気、水道などの料金、灯油、ガソリンなどの燃料費
作業用衣料費 作業衣、長靴などの購入費用
農業共済掛金 水稲、農業用車両などに係る共済掛金
荷造運賃手数料 出荷の際の梱包費用、運賃、市場などに支払う手数料
土地改良費 土地改良事業の受益者負担金
雑費 上記以外の費用で農業に関連して支払う費用（農業の専門誌、事務用品代など）

ホームページでは、簡易な「農業所得の収支計算書」を掲載しています。　http://www.city.kasai.hyogo.jp/

                                                                                                                                       　問合先：税務課税制係　☎42 8712

　　
収入金額となるもの

項目 具体的な内容

農産物の販売金額 １年間の販売金額
家事消費等 自家用（贈答用を含みます。）及び事

業用に消費したもの。
雑収入 作業受託収入、補助金、共済金など

確定申告は で！

  インターネットを通じてご自宅のパソコンから確定申告

書を提出することができます。そのためには右の事前準備

が必要です。

【ｅ－Ｔ ax を利用するとこんな特典が・・・】

①本人の電子署名と電子証明書を併せて送信した場合、所

得税額から 5,000 円（その年分の所得税額を限度）の税額

控除を受けることができます。※税額控除の適用は、平成

19 年分または、平成 20 年分のいずれか 1回です。

②源泉徴収票や医療費の領収書、社会保険料控除除等の証

明書の添付が省略できます。※ 3年間は各個人で保管し

ておく必要があります。この制度は平成 19 年分以後の所

得税の確定申告について適用されます。

③従来の還付申告より還付金の受け取りが早くなります。

問合先：社税務署（個人課税部門）　  0795 42 8204
e-Tax のホームページ http://www.e-tax.nta.go.jp

※国保への加入が遅れると、加入資

格を得た時点まで保険税をさかの

ぼって納めなくてはいけません。逆

に国保をやめる届け出が遅れると、

知らずに職場の健康保険料と国保税

を二重に支払ってしまうことになり

ます。

※子供が生まれたときは、出産一時

金と乳幼児医療証の交付申請、国保

の被保険者が死亡したときは葬祭費

の申請が、それぞれ必要になります。

ご不明な点はお問合せください。

問合先：
国保健康課国保医療係　☎42 8721

住民基本台帳カード及び公的個人認証（電子証明書）の取得について

　住基カードおよび電子証明書の発行は市民課で行っ

ています。同時に取得する場合は、印鑑・顔写真付の

本人確認書類（免許証・パスポート等）・写真付の住基

カードを希望される方は 6ヶ月以内に撮影した写真（縦

4.5cm ×横 3.5cm）1 枚・手数料 1,000 円をご持参くだ

さい。（住基カードのみの場合は 500 円）

　すでに住基カードをお持ちの方が電子証明を取得する

場合は、住基カード・顔写真付住基カードでない場合は

顔写真付の本人確認書類（免許証・パスポート等）・証

明手数料 500 円をご持参ください。

・電子証明の有効期間は発行の日から 3年間です。

・発行した電子証明書を利用するには IC カードリーダー

　ライタが必要となります。

・住基カード（顔写真付）は本人確認書類としてご利用

　いただけます。

詳しくはホームページをご覧ください。

住基カード：http://www.soumu.go.jp/c-gyousei/daityo/

juki_card.html

電子証明書（公的個人認証サービス）：http://www.jpki.

go.jp/index.html

発行についての問合先：市民課　☎42 8720

開始届出書の提出

パソコン等の準備

電子証明書の取得

IC カードリーダーライタ等の取得・設定

利用者識別番号の受領

e-Tax の初期登録

「電子申告・納税等開始（変更等）届出書」
を税務署に提出します。
e-Taxホームページの「開始届出」メニュー
からオンラインで提出できますし、書面によ
る提出も可能です。

住基カードを取得し、それに公的個人認証サ
ービス（電子証明）を受けることが必要です。

利用者識別番号等を記載した通知書が届きま
したら、e -Tax ホームページの「初期登録」
メニューから暗証番号の変更や電子証明書の
登録などを行います。

1

3

4

2
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都市再生整備計画　　　
　　事後評価原案の縦覧
　都市再生特別措置法（平成14年
法律第22号）第46条第1項に基づ
き策定した都市再生整備計画（北
条・富田地区）についての事後評
価原案を作成しましたので、都市
計画課（4階）で縦覧を行うととも
に、都市計画課ホームページで公
表します。（この事後評価原案に
ついて意見のある方は、原案の縦
覧期間中に意見書を提出すること
ができます。）
縦覧期間：11/15（木）～ 11/28（水）
8：30 ～ 17：15（土日祝日は除く）
問合先：都市計画課　☎428753

第9回ボランティアのつどい
古本提供にご協力ください
　1/26（土）に、加西市健康福祉
会館で「古本市」を開催します。
皆さんのご自宅で読み終わった本
の提供をお願いします。
受付期間：11/12（月）～ 1/11（金）
 　平日のみ 9：00 ～ 17：00 まで
　（土日祝と 12/28 ～ 1/3 までは
　休み。但し、12/22（土）9：00
　～ 12：00 は受付あり）
受付場所：健康福祉会館2階
　ボランティア活動室
本の種類：文庫本、新書、単行本、
コミックマンガ、専門書など（雑
誌、週刊誌、教科書、名前や落書
きのある本、汚損のひどい本はご
遠慮ください。）
　※売上金は福祉活動に活用します。
問合先：ボランティアのつどい実
　行委員会（社会福祉協議会内、　
　加西市ボランティア・市民活動
　センター）　　　　☎438133　

愛の光コーラス
シャンソン＆ジャズで綴る秋の夜
のミニライブ
共演：土屋　伸（ホルン）
日時：11/18（日）19：00 ～ 20：00
場所：アスティアかさい 3階　　
　　　交流プラザ

吉野遺跡　市文化財に指定
所有者及び管理者：吉野町
名称及び員数：吉野村歳

さいのとうじょうもく

之当条目
構造及び形式：紙文書、墨書
特徴：元禄8年（1695）から昭和21
年（1946）まで吉野村お祷

とう

行事と
して 310年余の長期にわたり書き
続けられた年代記で、吉野村内だ
けにとどまらず播磨全域・国内の
出来事も盛り込まれ、価値を有し
ているとして市指定文化財に指定
されました。

加西テニスコート臨時休館
　テニスコート改修工事のため、
１/15（火）～ 1/31（木）までの間、
テニスコートを臨時休館させてい
ただきます。
　ご迷惑をおかけします。なお、
予約については、下記まで。
問合先：加西勤労者体育センター
　　☎471420

新婚世帯向け家賃補助　　
ただいま受付中！　

　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。

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
居住していることや、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。
所得制限など。まだ件数に余裕が
あります。
詳しくは商工観光課まで。
支給額：月額最大12,000円、
　最長36 ヶ月まで支給します。
申請書類の配布：商工観光課
申込・問合先：
商工観光課☎428740　
mail：shoko@city.kasai.hyogo.jp

「全国物価統計調査」　　
　　　　　　　にご協力を！
　「平成19年全国物価統計調査」
が 11月に実施されます。この調
査は、消費者が購入する主な商
品の販売価格やサービスの料金な
ど、物価政策をはじめ各種の行政
施策を立案する際の重要な資料を
得ることを目的として行われる国
の重要な統計調査です｡ 調査は、
全国で 13万人の小売店と約４万
の飲食店・サービス事業所等を対
象とします。ご協力をお願いします。
問合先：総務課　　☎428702

緊急地震速報が　　　　
　　　スタートしました
緊急地震速報とは
　緊急地震速報は地震の発生直
後に、震源に近い地震計でとらえ
た観測データを解析して震源や地
震の規模 ( マグニチュード ) を直
ちに推定し、これに基づいて各地
での到達時刻や揺れの強さを推
定し、可能な限り素早く知らせる
もので 10/1 から情報の提供が始
まっています。
緊急地震速報を受信したら
・頭を保護し、丈夫な机の下など
に隠れる。 
・あわてて外へ飛び出さない。 
・ブロック塀の倒壊、自動販売機
等の転倒に注意する。 
・看板、ガラスの落下に備え、建
物から離れる。 
・最寄の階で停止させ、速やかに
エレベータから降りる。 
問合先：気象庁地震火山部管理課
　　　　☎03-3212-8341

美空ひばりそっくりさん　　
　　　　チャリティーコンサート
　チケット発売中

ゲスト　　范　丹陽（中国歌手）
日時：12/23（日）14：00　開演
場所：市民会館・文化ホール
入場料：1,500円（全席自由）
　当日500円増
◆抽選で 10組20名様にチケット
プレゼント（ハガキに住所・氏名・
連絡先を記入の上、11月末日ま
でにお申込ください）
◆収益金は歳末たすけあい募金と
して加西市社会福祉協議会に寄付
します。
問合先：市民会館
　☎430160（月曜休館）

家族介護教室
日時：11/26（月）13：30 ～ 15：00
場所：健康福祉会館　２階創作室
対象：家族を介護している家族等
参加費：無料
内容：おいしく食べてもらうコ
ツ！！（介護のための食事編）介
護者同士の仲間作り、介護生活で
たまったストレスの解消、同じ立
場の皆さんの介護体験談、介護の
工夫なども聞けます。
問合・申込先：ラヴィかさい在宅
介護支援センター　　☎430361
主催：長寿介護課・在宅介護支援
センター（ラヴィかさい・ナイト
ウメディックス・加西白寿苑・第
二サルビア荘）

やわらか教室
　人の身体は、老化や運動不足に
よって筋肉や腱が硬くなり、肩こ
り等の原因になったり、転倒しや
すくなります。正しいストレッチ
の方法や柔軟体操を習得しましょう。
対象：40 歳～ 64 歳で初めて健康
増進センターを利用する方
定員：20 名（先着順）
日時：1/21　1/28　2/4　2/18
　2/25　3/3　3/10 の月曜日
　　13：30 ～ 15：00
場所：健康増進センター
内容：運動 ( 毎回 ): 柔軟体操・ス
トレッチ体操。
ミニ講話 (2 回 ) ①健診結果の説
明　②血液の流れと生活習慣病に
ついての話
申込先：健康増進センター
　　　　　　　　　☎42 3621
※全日程に参加できる方に限ります。
※安全に運動をしていただくた
め、センター健診を受けていただ
きます。( 健診日は 11/28、12/5、
12/12 の水曜日 )　なお、8 月以
降に町ぐるみ健診・職場健診・人
間ドック等を受けられている方
は、上記の日程でスマイル健康相
談 ( 健診結果と医師の診察等によ
り医師が運動の可否を確認する )
を受けていただきます。
申込期間：11/21( 水 ) ～ 12/7( 金 )
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講　座

くらし

平成 19 年度
国民健康保険税第５期分、
介護保険料（普通徴収）第５期分の
　納期限は

11 月 30 日（金）です。
納期内完納にご協力をお願いします。

問合先：税務課税制係☎42 8712

平成 20年度学童保育園入園のご案内

　市では、学童保育園を開設し、放課後や長期休暇中に

家庭や地域で保育を受けることができない児童に対し、

主として遊びを通じて健全育成のための保育事業を行っ

ています。来年度に入園を希望される方は、次のとおり

手続きをしてください。

　なお、入園希望者が 10 人に満たない場合は、市条例

の規定により休園となります。

　また、現在未開設または休園中の小学校も、希望者が 10

人以上で諸条件が整えば開設しますのでご相談ください。

学童保育実施園：北条学童保育園、北条東学童保育園

　下里学童保育園、九会学童保育園、日吉学童保育園

　富田学童保育園（休園中）

入園資格：市内の小学校 1～ 3 年生までに在学し、保

育が可能な同居成人がいない児童（申し込みが多い場合

等で受け入れできない場合があります。）

申込期限：12/3（月）～ 12/21（金）まで

必要書類：①学童保育園入園申請書②児童の状況確認票

③勤務証明書（保育に欠ける申立書）

　※書類は、児童 1人につき 1部必要。（市役所 6階生

　涯学習課と各学童保育園で配布）

保育料：児童 1人につき 6,000 円／月額

　（8月分のみ児童 1人につき 12,000 円／月額）

保育時間：授業のある日：授業終了後～ 18：00

　　　　　長期休暇など：　　8：30 ～ 18：00

提出 ･問合先： 生涯学習課　☎42 8772

入場無料

日時：11/26（月）15：00 ～ 17：00
場所：健康福祉会館 1階
　　　ふれあいの間１
●原則、お一人様 30 分以内
●当日、会館で受付（先着順）
問合先：秘書課　☎42 8701

11 月市長サロン

日本損害保険協会から　
　　　消防車の寄贈決定
　地域防災力の高揚を目的とし
て、社団法人日本損害保険協会
から、小型動力ポンプ付軽消防
自動車（デッキバンタイプ）の
寄贈が決定しました。

8020 運動達成者表彰
　80 歳で 20 本以上の歯を保と
うという 8

ﾊﾁﾏﾙﾆﾏﾙ

020 運動達成者の表
彰が 10/21 の健康フェアで行わ
れ、28 名が表彰されました。平
成 14 年度から市、市歯科医師
会で事業を実施し、昨年度ま
で 102 名の方が受賞されまし
た。達成者のアンケート結果に
よると達成者の方は、歯みがき
をしっかりする、バランスのよ
い食事を心がける等日頃から歯
の健康づくりに関心をもたれて
いることがわかりました。「体
の健康はお口から」。皆さんも
歯の健康づくりに心がけ、8020
を目指しましょう。

年間先着 50件

☆先月号で募集した「ヤギの名前」は応募者多数のため、発表は来月にさせていただきます。



自衛官募集！
種目：自衛隊生徒（修学年限4年）
募集資格：平成20年4月1日現在
15歳以上17歳未満の男子
受付期間：11/1（木）～ 1/8（火）
一次試験：1/12（土）
入隊・入校：平成20年3月下旬
問合先：加古川地域事務所
　　　　　　☎079-426-3290
青野原分駐所　☎0794-66-7959

平成20年度4月採用の　　
　　　加西市職員募集！
Ⅰ事務（社会人枠）４名
　昭和48年4月2日から昭和58年4
月1日までに生まれた方で、民間
企業等での職務経験が３年以上あ
る方。
Ⅱ事務　1名
　昭和58年4月２日から昭和63年
４月１日までに生まれた方。
Ⅲ消防　２名
　昭和58年4月2日から昭和63年4
月1日までに生まれた方。
受付期間：11/15（木）～ 12/14（金）
（土日祝除く）8：30 ～ 17：10
※郵送の場合は、12/12（水）必着。
（詳しくは市WEB サイトをご覧く
ださい。）
募集要項の配布・受験申込・問合
先：総務課人事係　☎428702
※募集要項、受験申込書等は市
WEB サイトからもダウンロード
できます。

加西病院 職員募集！
助産師（正職員）
募集人員：若干名
資格：昭和38年4月2日以降に生
まれ、助産師の免許を有する方ま
たは平成20年に助産師免許取得
見込みの方。
受付期間：11/26（月）～ 12/7（金）
※募集要項・申込書は 11/15（木）
から配布します。
採用試験：12/15（土）

事務職（臨時職員）
募集人員：１名
資格：社会福祉士または保健師の
免許を有する方。
受付期間：随時
問 合 先：病院総務課　☎422200

平成20年度4月採用の　  　
加古川西部土地改良区職員募集
職種：事務及び配水管理
採用人員：1名
資格：昭和58年4月2以降に生ま
れ、学校教育法に基づく 4年生大
学を卒業、または平成20年3月31
日までに卒業見込みの方。
受付期間：11/26（月）～ 12/7（金）
（土・日除く。8：30 ～ 17：15）
郵送は不可。
試験日：筆記12/24（月）
　　　　面接・論文　1月下旬
問合先：加古川西部土地改良区　
　☎490915

公民館職員募集
募集人員：数名（臨時職員）
求める人材：市民ニーズにかなった
公民館づくりに意欲と識見のある方。
任用期間：1年（再任可）
受付期間：11/26（月）～ 12/17（月）（必着）
一次試験：書類選考（履歴書、職
務経歴書、課題論文による）
二次試験：1月中旬（面接等）一次
試験合格者対象
募集要項の配布・受験申込・問合先：
　教育総務課☎428770
※募集要項は、市WEB サイトか
らもダウンロードできます。

行革大綱（案）、財政再建計
画のご意見募集！
11/27（火）～ 12/26（水）まで
　市WEB サイト（http://www.city.
kasai.hyogo.jp）または閲覧場所に
ある「意見提出用紙」により、住
所・氏名を書いて、郵送かファッ
クスまたはＥメールで下記まで。
　ご意見の概要などは、加西市
WEBサイト等で一定期間公表します。
　大綱（案）、計画等の内容はWEB
サイトや公共施設でご覧ください。
閲覧場所：経営戦略室、市立図書館、
地域交流センター、市民会館、善防
公民館、南部公民館、北部公民館
提出先：経営戦略室　☎428700

死亡者 年齢 喪　主 町名

藤元ふさの 97 藤元　保彥 上芥田
喜田　茂太 75 喜田　和司 福居
小牧　雅和 77 小牧　益雄 下芥田
内藤　和夫 78 内藤　博文 横尾
伊藤はつ子 81 伊藤　勝 中西
佐伯美知子 85 佐伯　正俊 西笠原
佐伯　和伸 48 佐伯　直美 窪田
溝辺　正信 84 溝辺　鉄夫 殿原
圓井　正明 58 圓井　裕章 小谷
柴田きみ子 85 柴田　克巳 常吉
小苗　治平 75 小苗　治隆 鎮岩
坂東　佑一 25 坂東　一夫 山下
藤本きくの 99 藤本　達也 殿原
中塚　道光 92 中塚千鶴子 池上
橋爪さだ子 88 橋爪　政美 田原
常峰　道也 86 常峰　正之 小印南
松本由紀子 87 松本　勝 鶉野
柴田　豊 85 柴田　康敏 常吉
増田　典子 80 増田　誠夫 繁昌
田中　政美 76 田中　英樹 上宮木
玉置　芳和 94 玉置　公夫 東長
山下　和子 89 山下　正 窪田
志方かずゑ 103 志方　正信 国正
大谷　房男 83 大谷　泰豊 坂元
井上きぬゑ 104 高井　宣博 横尾
福井いと江 101 福井　脩 上道山
髙橋　隆雄 75 髙橋　一仁 西高室
森本みつ子 87 森本　忠博 佐谷
宮長　浩二 45 宮長　忠雄 谷
森本　博 88 森本　正雄 野田
真釼としゑ 83 真釼　定之 横尾
松本　輝三 76 松本　博文 田原
浦坂サトミ 87 浦坂　美治 若井

※市外で死亡届を提出された方で「お悔やみ」に
掲載を希望される方は、経営戦略室
　（☎428700）までご連絡ください。

　　　　　  は受付時間です

■母子健康手帳の交付　  　 　午前8時30分～午後5時15分
　妊　婦　　　　　随　時
　国保健康課　健康係（市役所1階9番窓口）
■妊婦後期健康診査の助成申請 　午前8時30分～午後5時15分  
　妊　婦
　妊娠22週以降の妊婦健診1回分の費用の助成を行っています。
　国保健康課　健康係（市役所1階9番窓口）
※印鑑、母子健康手帳、市内に住民票があることを確認
できる書類（免許証等）を持参してください。
　　母子健康手帳交付時に申請していただけます。
■2か月児（先天性股関節脱臼）健診 　   午後1時～ 1時45分
　平成19年9月生まれの乳児　　　　　11月27日（火）
  《平成19年10月生まれの乳児　　　　  12月25日（火）》
■4か月児健診　　　　　　　　　　　午後1時～ 1時45分
　平成19年7月生まれの乳児　　　　　12月4日（火）
  《平成19年8月生まれの乳児　　　　　 1月 8日（火）》
■1歳6か月健診　　　　　　　　　　  午後1時～ 1時45分
　平成18年6月生まれの幼児　　　　　12月11日（火）
  《平成18年7月生まれの幼児　　　　　  1月15日（火）》
■3歳児健診　　　　　　　　　　　　午後1時～ 1時45分
　平成16年10月生まれの幼児　　　　　12月18日（火）
  《平成16年11月生まれの幼児　　　　      1月22日（火）》
■乳幼児保健相談　　　　　　　　　  午後1時～ 1時45分
　希望者　　　　　　　　　12月12日（水）《1月24日（木）》
■離乳食講習会〈予約制〉※定員10名　午後1時～1時30分
　初期：3～ 6か月の乳児の保護者　11月22日（木）《1月25日（金）》
　中期：7～ 8か月の乳児の保護者　12月21日（金）《3月21日（金）》
　※実習用エプロンをご持参ください。
■プレママ教室〈予約制〉　　　　　　午後1時～ 1時30分
　妊娠5か月以降のママと育児に協力予定の方（パパ・祖父母等）
　パート②（赤ちゃんとの生活、栄養、調理実習等）12月 6日（木）
（特に記入のないものは、健康増進センターで行います。

■人権相談（人権問題）　12月4日（火）午前10時～午後3時
■行政相談　　12月4日（火）午後1時～午後3時30分
場所：市民会館（☎428727・☎428705）
■人権擁護委員による人権相談所（神戸地方法務局社支局）
　毎週木曜日（休日を除く）　午前9時～午後4時
■心配ごと相談・身体障害者・福祉相談
12月 6日（木）　健康福祉会館、善防公民館
12月13日（木）　  農村環境改善センター
12月20日（木）　北部公民館　　　　　　　　 （☎430303）
■法律相談
　11月22日（木）　健康福祉会館　受付は午前9時～ 11時
　12月27日（木）　　　　　　　　　　　　　（☎430303）
■市民相談
　月～金曜日　午前8時30分～午後5時　市役所市民相談室
■消費者相談
　毎週月・木曜日（月曜日が休日の場合はその翌日）
　　　　　　　午前9時～午後4時　市役所市民相談室
■教育相談
　月～金曜日　午前9時～午後4時　教育研修所（☎483993）
■青少年相談（青少年の日常生活の諸問題等）
　月～金曜日　午前9時～午後5時
　　　　　　　青少年センター　　　　　　    （☎423723）
■養育相談（0～ 18歳までの子どもをもつ保護者対象）
　月～金曜日　午前9時～午後4時
　　　　　　　健康福祉会館2階　家庭児童相談室

（☎426704）
■母子相談（母子に関する相談）
　月～金曜日　午後1時～午後5時
　　　市役所　子育て支援課子育て支援係　   （☎428726）
■ボランティア相談
　12月 6日（木）　午後1時30分～午後3時30分
　　　　　　　　アスティアかさい3階交流プラザ内
　　　　　　　　ボランティア市民活動センター

（☎43８133）
■こころのケア相談（精神科医師、保健師による専門相談）
　11月28日（水）    午後1時30分～午後3時30分（要予約）
　　　　　　　　加西健康福祉事務所（☎420266）
■行政書士による無料相談（農地の許可、相続等）
　12月 1日（土）　午後1時30分～午後4時
　　　　　　　　アスティアかさい3階交流プラザ内
　　　　　　　　兵庫県行政書士会東播支部    （☎450276）

乳幼児健診 相　談

休日のお医者さん善意の花束
○牡丹　　　　　   20,000 円
○株式会社　本陣　11,949円
◆指定預託
○つたの会　　　20,000 円
（加西市手をつなぐ育成会へ）
◆物品預託
○匿名　     米（30㎏）10 袋

11月18日（日） 大杉内科医院 （別府町☎47-0023）
11月23日（金） 荒 木 医 院 （北条町☎43-9711）
11月25日（日）　おりた外科胃腸器科医院（北条町☎42-6000）
12月 2日（日） みのりクリニック（下宮木町☎49-8470）
12月 9日（日） つつみ神経内科（野上町☎45-2050）
12月16日（日） 西 村 医 院 （中野町☎49-0001）

｝
時間はいずれも
午後1時30分～
4時

★健診日にお子様の体調等でご都合の悪い方は、ご連絡ください。
★健診・相談には必ず母子健康手帳をお持ちください。
★当日気象等の都合で、事業開催を見合わせることがあります。
　事業の中止・順延につきましてはお問い合わせください。
★問合先／国保健康課健康係（☎428723）

｝

加西市への寄付
○ドコモショップ加西店・ア
スティア加西店　　6,000 円
加西市社会福祉協議会（善意
銀行）への寄付
◆一般預託
○ JOY あおやま　お客様有志
　　　　　　　　   30,074 円
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