
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。


