
妊婦健康診査助成事業が　
　変わります
　4/1（火）から、妊婦健康診査助
成事業（病院で受診していただく
妊婦健康診査の費用を一部負担す
る制度）が変わりました。
3/31（月）まで 4/1（火）以降

妊娠 22 週以降
15,000 円×
　　　1回分

妊娠 22 週未満　
3,000 円× 2回分
妊娠 22 週以降　
3,000 円× 3回分
全時期通じ　
12,000 円× 1回分

　母子健康手帳発行時に申請手続
きを行っています。印鑑、市内の
住民であることが確認できる書類
（免許証等）をお持ちください。
（すでに母子健康手帳発行済みの
方で、助成事業の申請がまだの方
は、母子健康手帳も一緒に持参。）
※ 3/31（月）までに発行した受
診券は使用できません。また、旧
制度で助成を受けられた方は、新
制度での助成の対象となりません
のでご注意ください。
問合・申請先：国保健康課健康係
　☎42 8723

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。（立会いの必要なし） 
期間：5/1（木）～ 3/31（火） 
対象：メーターの有効期限（メー
ターのふたの裏に記載）が平成21
年3月までのもの。
問合先：上下水道お客様センター
　☎428795
取替作業：
　加西市指定給水装置工事事業者

固定資産評価審査委員募集
募集人員：1名  報酬：日額8,300円
職務内容：納税者が市の固定資産
評価台帳の内容に不満がある場合
に開催される固定資産評価審査委
員会に出席し、審議を行う。
任期：3年　不定期開催
市販の履歴書に必要事項を記入
し、郵送または持参してください。
募集期限：5/7（水）
問合・申込先：総務課   ☎428702

懲戒審査委員募集
　「加西市職員の分限及び懲戒に
関する審査委員会」は、従来は市
職員だけで構成される委員会で審
査していましたが、公正で透明性
の高い審査を行うため、今回は、
一般市民、学識有識者にも参加し
ていただく事になりました。一般
市民枠の職員懲戒審査委員会委員
を募集します。
募集期間：4/21（月）～ 5/20（火）
募集人数：２名以内　任期：２年
応募資格：市内在住　※報酬あり
応募方法：履歴書（一般用）に、
①志望動機②「職員の解職及び
懲戒処分のあるべき姿について」
2,000字程度にまとめて、総務課
へ持参または郵送。
問合・申込先：総務課  ☎428702

「北条鉄道　春の絵」募集中
募集期間：5/16(金) まで
応募資格：小学生
問合・応募先：北条鉄道北条町駅
　（郵送または持参）　☎420036
公募のきまり：画用紙（四つ切）
に、北条鉄道レールバス、駅等を
周りの風景と一緒に着色画で描
き、折らずに応募してください。
なお、画用紙の裏に①学校名②学
年③名前（ふりがな）記入してく
ださい。
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募　集都市再生整備計画縦覧
　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、都市再生整備計画を作成しま
したので、同法第46条第10項の
規定により都市再生整備計画（北
条・富田地区）第3回変更を縦覧
することができます。
縦覧期間：4/17（木）～ 4/30(水)
8：30 ～ 17：15（土日祝は除く）
○事後評価（北条・富田地区）の
縦覧
　上記計画の事後評価を作成しま
したので、縦覧を行うとともに、
都市計画課ホームページで公表い
たします。
縦覧期間：
4/17（木）～ H21/4/16（木）1年間
8：30 ～ 17：15（土日祝は除く）
縦覧場所：都市計画課（5階南）
問合先：都市計画課　☎428753

市の土地・建物を　　　　
　　　　　　売却します
売却予定地：
①旧市立加西病院医師住宅（北条
町古坂1丁目173番地）、宅地、面
積219.77㎡　木造瓦葺2階建
②旧市立加西病院医師住宅（北条
町古坂1丁目175番地）、宅地、面
積219.59㎡　木造瓦葺平屋建
売却の方法：一般競争入札
告示：4/8（火）付けで市立加西病
院に告示、ホームページに掲載。
購入を希望される方は、必ず内容
を確認のうえ、5/8（木）までに市
立加西病院用度管理課へ、入札関
係の資料を取りに来てください。
（その時に説明を行います）
入札日：5/15（木）
問合先：加西病院　　☎422200
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保さん本葬荼毘式
　4月5日。今年1月に 106歳で亡くなった曹洞宗大本

山永平寺の第七八世貫首、宮崎奕保禅師（下芥田町出

身）の本葬荼毘式が、同寺で盛大かつ厳粛に営まれま

した。生前、同禅師は厳格な仏教僧として知られ、史上最高齢の住職と

して 100歳を過ぎても若い僧と修行を続けるなど、一宗派の貫首にとど

まることなく、世界的宗教家として生涯現役で活躍されました。

　
  

5 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　☎42 8701

健康福祉事務所　　　　　
　　定例相談事業
エイズ相談…第2・第4月曜日、受
付時間13:30 ～ 16:00
専門栄養相談…栄養士による難病
患者様等への食生活相談
社健康福祉事務所…第1金曜日、
受付時間13:30 ～ 15:00
加西健康福祉事務所…第2月曜
日、受付時間13:30 ～ 15:00
※事前予約が必要。
予約・問合先：社健康福祉事務所
　健康増進課　☎0795429365　
　℻  0795426228

牛居町　区長さん交代
下里地区　牛居町の区長さんが４
月１日から交代されました。
新区長：前田知十司さん
よろしくお願いします。
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硬式初心者テニス教室
日時：5/10、5/17、5/24、5/31　
　毎週土曜　9：00 ～ 11：00
　※雨天時、6/14、6/21 に順延
場所：加西テニスコート
参加資格：初心者（小学4年～大人）
定員：30名　先着順
参加費：2,000円（保険料含む）
ラケット、シューズは、各自持参。
（ラケットのない方は、応相談）
申込方法：4/30（水）までに、参
加費を添えて直接下記へ。
申込先：加西勤労者体育センター
　☎471420（水曜休館）

加西おやこ劇場　　　　　
　第24回おやこまつり
日時・場所：5/6（火）11：00 ～
12：00「ゴールデンベアーズ公演」
　勤労者体育センター
13：00～ 14：30　子ども市、バザー
いこいの村芝生広場
（雨天時　善防公民館）
参加協力費：
午前…前売800円（当日1,000円）、
午後…300円（子ども市の買物券）
問合先：
加西おやこ劇場☎℻  430830
（火木金の 10：00 ～ 15：00）

隠れた〝才能〟引き出します！
善防公民館発
　〝出会い〟のワークショップ
　地域のために動いてみたいけ
ど、動き方がわからないという
あなたへ。人間味あふれる素敵な
講師陣や、講座同期メンバーとの
出会いの中で、あなたの個性にハ
マった役柄が必ず見つかります。
「楽しむこと」が第一モットーの
地域づくりプロジェクトに、あな
たのパワー、求めます！
日時：5/17 スタート（隔週土曜日
　13:00 ～ 16:00）
場所：善防公民館
定員：20名
参加費：無料　※茶菓代実費
問合・申込：善防公民館☎482643
　（月～土の 9:00 ～ 17:00）

簿記教室開催
日時：6/4、6/11、6/18、6/25、
　7/2、7/9（毎週水曜）13：30 ～
15：30
場所：社納税協会2階会議室
講師：藤原京子税理士
定員：24名　先着順
締切：4/30（水）
受講料：会員無料、非会員3,000
円（テキスト代含む）
問合・申込先：社納税協会　
　☎0795420360　℻  0795424449

生活習慣病予防教室  ＜前期＞
　加西市医師会より講師を迎え、生活習慣病について学びます。また、ミニ体験
講座や希望者には保健師・看護師による個別相談もあります。（教室申込時予約制）
対象：加西市民で 3回以上参加可能な方　　　募集人数：先着 30 名
日時・内容：
月日 時間 内容

6/6（金）受付 13：15 ～

教 室 13：30　
～ 14：30
（6/27 のみ 15：
00 終了）

メタボリックシンドロームについてⅠ・個別相談

6/27（金）
検査値のみかた～健診の検査データの解釈
ミニ体験講座：自分の標準体重・ＢＭＩを計算して
みましょう！

7/4（金） 糖尿病と脂質異常について・個別相談
8/8（金） 骨粗しょう症について・個別相談
場所：健康福祉会館 2階研修室　　　　申込期間：4/22（火）～ 5/9（金）
　※ 1回の申込につき 2名までの受付とさせていただきます。
問合・申込先：国保健康課健康係　　☎42 8723

腰痛・膝痛予防教室
対象：腰痛・膝痛を運動で予防し
　たい方（定員20名）
内容：筋力トレーニング、ストレッ
　チ等
開催日：6/19（木）～ 8/7（木）の
毎週木曜日（6回）　※7/10、7/17
は除く
開催時間：10:00 ～ 11:30
申込期間：5/1（木）～ 5/23（金）
参加費：１回150円
申込・問合先：健康増進センター
　☎423621　
※「健康増進センター施設利用
証」をお持ちでない方は、事前に
健診が必要です。


