
市の土地・建物を売却します
売却予定地：①加西病院医師住宅
（古坂1丁目173番地、宅地、面積
219.77㎡　木造瓦葺２階建）
②加西病院医師住宅（古坂1丁目
174番地、宅地、226.19㎡、木造
瓦葺2階建）③加西病院医師住宅
（古坂1丁目175番、宅地、219.59㎡、
木造瓦葺平屋建
売却方法：一般競争入札
資料請求：3/5（水）まで
入札日：3/12（水）
※加西病院に告示、ホームページ
に掲載しています。
問合先：加西病院 用度管理課
　☎422200

新婚さんの生活を応援！　
新婚世帯向け家賃補助制度
　市内の民間賃貸住宅に入居する
新婚世帯に、家賃の一部を補助し
ます。ただいま受付中！
※先着50件まで
補助要件：すべての補助要件に該
当する新婚世帯が対象。
①市内の民間賃貸住宅に平成１９
年４月１日以降契約をして居住し
ていること。②婚姻届出日より 3
年以内で、夫婦の満年齢の合計が
70歳未満であること。③所得制
限あり。詳しくは下記まで。
支給額：月額最大12,000円、最長
36 ヶ月まで支給します。
申込・問合先：
商工観光課☎428740
mail：shoko@city.kasai.hyogo.jp

児童手当振込のお知らせ
児童手当を受給されている方の手
当2月期（10 ～ 1月分）を、2/8（金）
にご指定の口座に振込みましたの
でご確認ください。
問合先：子育て支援課  ☎428726

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ので、ご協力
お願いします。なお、立会いの必
要はありません。
期間：3/3（月）～ 3/31（月） 
対象：北条・北条東・富田・賀茂
小学校区のうちの有効期限（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　☎428796
取替作業：加西市指定給水装置工
事事業者

交通遺児等育成資金　　　
　貸付制度介護料支給制度
　自動車事故で重度の後遺症が
残った方や亡くなられた方のご家
族を救済するための制度です。
◇交通遺児等育成資金貸付制度
貸付金額：一時金155,000円、月々
20,000円　貸付金利：無利子
貸付要件：市民税が非課税または
均等割のみの課税等
返還：割賦による 20年以内の均
等払いで、高校・大学へ進学する
場合は返還猶予あり。
対象者：0歳から中学3年生まで
◇介護料支給制度
受給資格：自動車事故が原因で重
度の後遺症障害をもつため常時ま
たは随時の介護を必要とする方。
介護支給額：月額29,290円～ 136,880
円（障害の程度により介護に要す
る費用に応じて支給）
問合先：独立行政法人自動車事
故対策機構　兵庫支所　☎078－
331－6890

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
請書の受付を次のとおり行います。
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）
※添付書類については市WEB サ
イト・管財課前掲示板で要領を掲載。
提出方法：原則郵送（2/29消印分
まで）で管財課まで。
問合先：管財課　☎428704

インターネット公売開始！
　市税等滞納者から差し押さえた
財産を、インターネット上で公売
します。詳しくは市WEB サイト
をご覧ください。
公売財産：動産
公売物件下見会のご案内
日時：2/19（火）10：00 ～ 15：00（12
時～１時は除く）
会場：市役所１階　多目的ホール
問合先：収納課

ご相談ください！　　　　
　　「ねんきん特別便」
日時：3/4（火）10：30 ～ 15：00
場所：市役所　５階会議室
相談内容：「年金記録のお知らせ」
の内容について
（相談にお越しの際のお願い）
・「年金記録のお知らせ」「年金加
入記録照会票」「確認はがき」と「年
金証書」「認印」及び年金手帳を
お持ちのときはその手帳をご持参
ください。
・ご本人以外の方がお越しの場合
は、委任状とお越しになる方の身
分が分かるものが必要です。
問合先：加古川社会保険事務所　
　☎079-427-4511
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くらし

　

  

次回の市長サロン
日時：3/1（土）16：00 ～ 18：30
場所：アスティアかさい 3階相談室
●原則　お一人様 30 分以内
●当日、地域交流センターで受付
（先着順）します。
問合先：秘書課　☎42 8701

募　集

「埴輪つくり隊」隊員募集
　玉丘史跡公園活用事業として、
平成20年度「埴輪つくり隊」の隊
員を募集しています。史跡公園の
手づくり庵にて埴輪作りの体験を
行い、焼成後、公園に設置します。
日時：3/9（日）  9：00 ～ 15：00
場所：玉丘史跡公園手づくり庵
問合・申込先：
　市史・文化財室☎427524
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講座・イベント
“おかえり ”故郷へ　　　
　発掘された兵庫の遺宝
　市指定文化財の亀山古墳から出
土した甲冑、鏡などが東京国立博
物館から一時帰ってきます。この
機会に是非、見学ください。
開催場所：兵庫県立考古博物館
期間：1/26(土) ～ 3/9(日）
講演会：3/1（土）13:30 ～ 15:00
「玉丘古墳群の整備と亀山古墳の
調査」市史編集係長 森幸三　※事
前予約不要

男女共同参画宣言記念事業
　  講演「人生の綾

あやおり
織」

　女性の社会進出や男女が互いを
認め合うためのコミュニケーショ
ンの大切さについて、一緒に考え
てみませんか。
日時：3/15（土）13：30 ～ 15：30
場所：アスティアかさい 3階　
　多目的ホール
講師：石川豊子さん（元テレビ局
　アナウンサー）
受講料：無料　　定員： 94名
問合・申込先：
男女共同参画センター☎420105
℻  420133（9：00～ 17：00月曜休館）

点字講習会開催します！
日時：3/24（月）～ 3/28（金）5回
コース　13：30 ～ 15：30     
場所：健康福祉会館１階　ふれあ
いの間3
主催： 加西点字教室
対象者：中学生以上　※市内外問
わず。参加費無料。
定員：10名（先着順）
申込締切：3/17（月）
問合・申込先：社会福祉協議会　
地域福祉推進室
☎438133    ℻  426658

第26回加西児童合唱団　　
　定期演奏会
日時：3/16（日）　13：30開演
場所：加西市民会館文化ホール
入場無料
曲目：日本の民謡、オペレッタ（11
ぴきのネコシリーズ）ほか
賛助出演：混声合唱団ヴォルケ、
コールサルビア、コールソレイユ

地球儀時計設置10周年　　
　　イベント開催
開催日時：3/23（日）10：00 ～
※雨天時3/29（土）に順延
開催場所：地球儀時計展望台
式典内容：クイズ当選者記念品贈
呈、設置時のﾀｲﾑｶﾌﾟｾﾙ収納品展示、
10周年ﾀｲﾑｶﾌﾟｾﾙ収納等
☆10周年記念クイズ解答募集☆
下記の問題に○×でお答えください。
正解者の中から抽選で 3名の方に
記念品を差し上げます。
応募方法：官製はがきに①から⑤
の問題の答えと住所、氏名、年齢
を明記し下記まで。
応募先：市役所都市計画課内、地
球儀時計設置10周年記念クイズ係
応募締切：3/11（火）必着
問題：丸山総合公園に設置されて
いる地球儀時計について
①自転している。② 直径は３ｍ。
③スケールは 1/260万。④ ギネス
認定を受けている。⑤ 日本列島
の長さは約80㎝。
問合先：都市計画課　☎428753 

外国人による日本語スピー
チコンテスト＆かるた大会
　外国人の方が、日本で受けたカ
ルチャーショックやハプニングな
ど、ユーモアいっぱい迫力満点に
日本語で熱弁をふるいます。出場
者もまだまだ募集中！コンテスト
終了後には、かるた大会を開催し
ます。ぜひ覗いてみてください。
日時：3/9（日）13：00 ～ 16：00（か
るた大会15：00 ～）
会場：アスティアかさい３階　
　交流プラザ
出場申込締切：2/22（金）
問合先：加西市国際交流協会（秘
書課内）☎428701

ふるさと再発見ハイク！　
　加西の自然と史跡を巡る
　北条鉄道法華口駅から長駅ま
で、神社・寺院など祖先の歴史を
訪ねます。（約７㎞）
日時：3/22（土）　9：20 集合　
集合場所：アスティアかさい 1 階
　観光案内所前　※小雨決行
主な探訪先：薬師堂の出水、牛居
構居、毘沙門堂等
参加費：300 円　※交通費は実費
お茶等は各自持参。動きやすい服
装でご参加ください。
主催：歴史街道ボランティアガイド
申込先：観光まちづくり協会
　☎℻  42 8823

花と緑の相談会開催
日時：3/16（日）10：00 ～ 15：00
　※雨天時は 3/23（日）に順延
場所：丸山総合公園管理棟・花壇
参加費等：花、土など材料費（ガー
デニング体験以外）のみ必要。
持参物：筆記用具、鉢（当日購入も
可）、移植ごて、軍手、エプロン等
参加資格：特になし（温かい服装
でご参加ください。）
日程・募集人員：①9:30 ～寄植え
教室（午前の部）先着40名②11:30
～花と緑の相談会③12:30 ～寄せ
植え教室（午後の部）先着40名
④14:30 ～ 16:00　ガーデニング体
験交流会　先着20名
 ※9:30 ～ 16:00　草花、鉢等の販売
問合・申込先： 加西勤労者体育セ
ンター　☎471420 （水曜休館）

市民会館からのお知らせ
4/1（火）～　月曜日も会館します。
　　　　　ご利用ください。
20年度春季講座受講生募集
・ハワイアンフラ・ヨガ美療体操・
津軽三味線・アイリッシュハープ
・ウクレレ・フラワーアレンジメ
ント・KID’S ダンス・ジャズダンス・
バランスボール体操・足もみ健康
法など　＊詳しくは募集チラシか
窓口、電話でお問合せください。
よしもと爆笑！お笑いバトル
2008in かさい
3/23（日）17：00開演　全席指定
3,500円　※当日500円増
出演者：サバンナ・笑い飯・勝山
梶（ムーディ勝山）等
＊市民会館・各ＰＧで好評発売中
問合先：市民会館☎430160（月曜休館）

まちづくりフォーラム
　　　　　in かさい
　北条地区に残る、歴史ある
町並み。その町並みをさびれ
させず、新たに進むまちづく
りと共存する方法を考えませ
んか？ぜひ旧市街地の皆さん
の参加をお待ちしています。
日時：3/1（土）13：30 ～
場所：アスティアかさい 3階
多目的ホール
定員：100 名　参加費無料
問合先：都市計画課☎42 8753


