
いきいきはつらつ　　　　
　　リーダー養成講座
　各町で高齢者のつどいやいきいき
サロン等で、健康づくりや介護予防
に取組むリーダーを目指します。
日時：計５回（13：30 ～ 15：30）
①1/28②2/4③2/18④2/25⑤3/3
場所：健康福祉会館大ホール
講師：（株）フィットネスリサー
チ　近藤純子
内容：スティックウォーキング、
腰痛体操、膝痛体操、肩こり体操等
持ち物：体操できる服装、体育館
シューズ、タオル、バスタオル、
水・お茶、筆記用具
材料費：300円　申込締切：1/25（金）
申込先：社会福祉協議会地域福祉
推進室　☎431281

市民教養講座＜千姫＞
　大阪落城の火中を脱出した千姫は
…。2 回連続で開催します。
日時：① 2/20（水）13：30 ～ 15：
00、② 2/27（水）13：30 ～ 15：00
場所：アスティアかさい３階　多
目的ホール
講師：歴史研究家　黒田美江子先生
募集人員：60 名　受講料：無料
申込・問合先： 生涯学習課
☎42 8775　℻  43 1803
e-mail shogai@city.kasai.hyogo.jp

市民会館からのお知らせ
★市民会館「友の会」会員募集
・個人1,500円/年、ファミリー・
グループ 5,000円/年、法人10,000円/年
※各種特典あり
（入会方法）市民会館窓口に会費
を添えて申込。（郵便振替可）
★笑福亭仁鶴上方落語会
出演者：仁鶴・仁嬌・仁昇
日時：2/16（土）　開演18：00
入場料：3,500円（全席指定）当日
500円増※チケット好評発売中!
★吉本爆笑！お笑いバトル 2008in かさい
出演者：サバンナ、笑い飯ほか
日時：3/23（日）　17：00開演
入場料：3,500円（全席指定）当日500
円増し※2/3（日）チケット発売開始
問合・申込先：市民会館
　☎430160（月曜日休館）

NewYear コンサート　　
　　-春よ来い -
コールサルビア＆コールソレイユ
日時：1/27（日）　13：30開演
場所：健康福祉会館　入場無料

市都市計画審議会委員募集
　都市計画に関する事項を調査・
審議する審議会です。あなたの意
見を計画に活かしてみませんか？
応募資格：市内在住の方
期間：委嘱日（平成20年2月頃の
予定）～ 2年間　募集人員：2名
応募方法：2 つの課題について論
文（800字程度）を作成し、住所・
氏名・年齢・職業を記入して応募
して下さい。
課題：①「志望動機」②「あなた
が描く加西のまちの将来像」
応募期間：1/15（火）～ 1/28（月）
（ただし、土日を除く午前8時30
分から午後5時15分まで）
問合・応募先：都市計画課☎428753
E-mail:toshi@city.kasai.hyogo.jp
※詳しくは市 WEB サイトもご覧
ください。

いなみ野学園地域活動指導
者養成講座学生募集
入学資格：おおむね 56歳以上の
県内在住者で、地域活動に意欲の
ある方。活動しようとする団体の
長と市長の推薦を受けた方。
募集定員：100人
費用：出願費用1,000円、入学金
6,000円、受講料  年間60,000円
出願期間：1/17（木）～ 2/8（金）
募集要項：長寿介護課またはいな
み野学園事務室まで
問合先：兵庫県いなみ野学園
☎079－424－3342
長寿介護課　☎428728

小・中・特別支援学校の　
　非常勤講師の募集
　県内の市町立小･中･特別支援学
校（神戸市除く）の非常勤講師を
募集します。
勤務内容：初任者研修にかかる新
任教員の授業の補充など。
勤務条件：①年間16日以内（1日7
時間以内）②①および年間300時
間以内（週2日、週10時間程度）
報酬：１時間あたり2,790円（現行）
交通費：実費支給（ただし、支給
限度額の範囲内）
資格：希望する校種の教育職員免
許状所持者または、同免許を平成
20年4月1日までに取得できる方。
申込期間：2/1（金）～ 3/21（金）
申込・問合先：・北播磨教育事務
所教育推進課　☎0795429445
・市学校教育課　☎428771

学童保育指導員（臨時職員）募集
職務内容：昼間保護者のいない家
庭の小学１～３年生までの児童
に、健全育成のための生活指導。
勤務場所：北条・北条東・下里・
九会・日吉小学校　※入園希望者
の状況により、変更の場合あり。
勤務時間：①月曜日から金曜日
【授業のある日】13：30 ～ 18：30
【長期休暇など】 8：00 ～ 18：00
の内5時間程度※勤務時間帯の変
更もありえます。②指導補助員と
して上記のうち週２、３日程度。
募集人員：①指導員　11名程度
　②補助指導員　4名程度
採用期間：平成20年４月１日（火）
～平成20年9月30日（火）※更新可
資格要件：学校および幼稚園教員免
許または保育士資格を有する方優先。
給与等：①時間給1,300円②時間
給1,100円　※①②ともに変更の
場合あり。通勤手当なし。
申込期限：2/1（金）17：00 まで
申込方法：履歴書（顔写真添付）、
資格証明書の写しを持参または郵送。
面接日時：2/13（水）午前予定
申込・問合先：生涯学習課☎428772
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講座・イベント
再就職をめざす！　　　　
女性のためのパソコン講座
日時：①ワード 2/6（水）～ 2/8（金）
②エクセル 2/13（水）～ 2/15（金）
いずれも　9：00 ～ 12：00
場所：アスティアかさいＯＡルーム
対象：再就職をめざす女性で各コー
ス３回とも受講できる方。
資格：パソコンのキーボードから
文字入力、マウス操作ができる。
人員：各コース 12 名
※過去にこの講座（コース）を受
講された方、就職意思のない方は、
受講できません。※一時保育あり
申込：電話・℻  で下記まで。
申込期間：1/16（水）～ 1/22（火）
9：00 ～ 17：00 まで（月曜休館）
申込・問合先：男女共同参画セン
ター　☎42 0105　℻  42 0133

改革派市長の講演会開催
　職員研修の一環として、北口寛
人明石市長を招いて講演会を開催
します。市民の皆さまも聴講でき
ます。ぜひご参加ください。
日時：2/1（金）15：30 ～ 17：00
場所：コミセン小ホール
問合先：総務課　☎428702

入札参加資格審査申請書の
受付について
　平成20・21・22年度建設工事、
測量等（測量・建設コンサルタン
ト等）、物品の製造・買入れ等（物
品の製造、買入れ、売払い、役務
の提供[小規模修繕工事等を含む ]
等）にかかる入札参加資格審査申
請書の受付を行います。
受付期間：2/15(金) ～ 2/29(金)
申請様式：①建設工事・コンサル
等…国土交通省（地方整備局等）様式
②物品の製造・買入れ等…市指定
用紙（1部500円）
用紙交付：1/7（月）～ 2/29（金）
※添付書類はホームページ・管財
課前掲示板で要領を掲載。
提出方法：原則郵送（2/29消印有効）
問合・提出先：管財課☎428704

水道メーターの取替えを無
料で行います
　対象者の方には事前にハガキで
通知します。指定店がメーターの
取替作業に伺います。ご協力お願
いします。立会いの必要はありません。
期間：2/4( 月）～ 2/27（水） 
対象：下里・九会・富合・日吉・
宇仁・西在田・泉小学校区のうち、
水道メーターの有効期限（メー
ターのふたの裏に記載）が平成
20 年 3 月までのもの。
問合先：上水道課　☎42 8796
取替作業：加西市指定給水装置工
事事業者

ひとり暮らし高齢者火災警
報器設置の助成制度
対象：65 歳以上のひとり暮らしの方
自己負担額：
前年所得税非課税の方…3,500 円
前年所得税課税の方…4,700 円
製品：10 年電池・煙感知式の火
災警報器を取付けまで行います。
※個人で購入された物に助成する
制度ではありません。
※すでに助成を受け、設置されて
いる方は対象外です。
申込・問合先：長寿介護課☎42 8728

“献血” は身近にできる　　
　ボランティア
　１月・２月は「はたちの献血」
キャンペーン期間です。冬は血液
の在庫が少なくなります。皆様の
ご協力をお願いします。
日時：1/23（水）10：00 ～ 11：30、
12：45 ～ 16：00
場所：市役所１F ロビー
主催：加西ライオンズクラブ
問合先：国保健康課健康係☎42 8723

労働力調査にご協力を！
　総務省統計局では、様々な雇用
対策を企画立案するため、労働力
調査を一部地域で実施しています。
対象となられた世帯には、調査員
が訪問しますのでご協力をお願い
します。
問合先：市総務課☎42 8702　　
県統計課☎（078）362-4127

募　集

医療機関健診のお知らせ
　がんを含む生活習慣病の初期は自覚症状がないこ
とが多いので健診を活用することが有効です。年に
1回みなさんがお住まいの地域の医療機関で実施し
ている医療機関健診を受け、健康づくりを行いましょう！

健診項目 料　金 対象者
基本健診 2,000 円

S43.4 .1

以 前 生

の市民

胃がん検診 3,000 円
大腸がん検診 700 円

胸部 ( 肺がん ･ 結核 ･

アスベスト ) 検診

レントゲン検査 1,000 円

ﾚﾝﾄｹﾞﾝ ･ 喀痰検査 2,000 円

子宮 ( 頸部 ) がん検診 2,000 円
S53.4 .1

以 前 生

の 市 民

（女性）
乳がん検診 ※視触診のみ 800 円

実施医療機関・検診項目一覧　(50 音順 )
医療機関名 電話番号 基本 胃がん 大腸がん 胸部 子宮がん 乳がん
あさじ医院 44 0225 ○ ○ ○
安積医院 46 0361 ○ ○ ○ ○

天沼医院（予約制） 42 3636 ○ ○ ○
荒木医院 43 9711 ○ ○
大杉内科医院 47 0023 ○ ○ ○ ○
小野寺医院 48 3737 ○ ○ ○

おりた外科胃腸科医院 42 6000 ○ ○ ○ ○
小橋医院 42 0412 ○ ○
佐竹医院 42 4057 ○ ○ ○ ○
市立加西病院 42 2200 ○

田尻内科循環器科医院 43 7931 ○ ○ ○
つつみ神経内科 45 2050 ○ ○
徳岡内科医院 42 0178 ○ ○ ○ ○
西村医院 49 0001 ○ ○ ○ ○ ○

みのりクリニック 49 8470 ○ ○ ○ ○
三宅医院 49 0067 ○ ○ ○ ○
横田内科医院 42 5715 ○ ○ ○
米田病院 48 3591 ○ ○ ○

実施期間：平成 20 年 2月 28 日まで
申込方法：直接受診希望の医療機関まで。
健診全般に関する問合先：国保健康課健康係☎42 8723

伝えて残そう伝統文化　
　おじいちゃん、おばあちゃんが
子どもの頃遊んだ懐かしい遊び、
一緒に体験してみませんか。
日時：1/27（日）10：00 ～ 12：00
場所：善防公民館
内容：凧あげ・羽根つき・百人一
首・竹馬・射的・人形劇・餅つき・
ポン菓子等
参加費：無料
＊凧、羽子板、こまを持っている
方はご持参ください。
問合先：善防公民館　☎48 2643

第9回ボランティアの　　
　つどい開催
日時：1/26（土）　8：30 ～受付
場所：健康福祉会館　大会議室
主催：ボランティアのつどい実行委員会
内容：講演（講師：三遊亭　楽団
治）古本市（9：00 ～ 13：30 まで、
1 階ふれあいホールにて）、体験
発表、防災ミニ講座等
問合先：社会福祉協議会（加西
市ボランティア・市民活動セン
ター）☎43 8133　℻  42 6658

フェニックス共済に加入しよう!

　年額 5,000 円の負担金で住宅
が半壊以上の被害を受けた場合、
600万円の給付金が受けられます。
今すぐご加入を !!
問合先：まちづくり課☎42 8751


