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夏休み期間中に昼間、就労等で保護
者のいない家庭の小学校1 ～ 3年生
までの児童を対象に入園を募集しま
す。※申込み多数の場合等、入園す
る園については希望に添えない場合
があります。
実施場所：北条、北条東、下里、九
会、日吉学童保育園
保育期間：7/22（火）～ 8/29（金）
※土曜・日曜日及び 8/13（水）～
8/15（金）を除く
保育時間：8:30 ～ 18:00
保育料：7月6,000円、8月12,000円
必要書類：学童保育園入園申請書、
保育に欠ける申立書(勤務証明書)等
申込期限：6/30（月）
問合・申込先：市民交流課☎428773

学童保育園からのお知らせ②
夏休み期間中の入園について

募　集

職務内容：昼間、就労等で保護者の
いない家庭の小学校1 ～ 3年生まで
の児童に対して、遊び等を通じて児
童の保育を行います。
勤務場所：北条・北条東・下里・九
会・日吉学童保育園
勤務時間：原則月曜日から金曜日
①8:00 ～ 13:00  ②13:00 ～ 18:00
※交代勤務となります。場合によっ
ては勤務時間帯の変更もあります。
募集人員：10名程度
採用期間：7/22（火）～ 8/29（金）
資格要件：教員免許又は保育士資格
を有する方を優先します
給与等：1,100円／時間　通勤手当
は支給しません。
申込期限：6/30（月）必着
申込方法：履歴書（写真添付）、資格証
明書の写しを持参又は郵送ください。
面接日：7/4（金）時間は後日連絡
面接場所：市役所6階会議室
問合・申込先：市民交流課 ☎428773

学童保育園からのお知らせ①
夏休み期間中の指導員募集

職種：行政事務,税務,機械,土木,林業
受験資格：S62.4/2 ～ H3.4/1 までに
生まれた者
申込受付期間：6/24（火）～ 7/1（火）
第1次試験日：9/7（日）
試験地：京都市、福知山市、大阪市、
神戸市、奈良市、和歌山市、田辺市
問合先：人事院近畿事務局
〒553-8513大阪市大阪市福島区福
島1-1-60　☎06-4796-2191（試験係）
http://www.jinji.go.jp/kinki/

平成20年度国家公務員採用Ⅲ
種試験(高校卒業程度)日程等兵庫県では、事業の立案などについ

て、インターネットでご意見をいた
だける方を募集しています。
応募資格：兵庫県内にお住まい又は
在勤・在学されている 18歳以上の方。
インターネット、電子メールを使用
することができる方。
応募方法：兵庫県HPの県民モニター
募集ページをご参照下さい。
問合先：兵庫県広聴室広聴係
☎ 078(362)3021　℻   078(362)4291
e-mail: kocho@pref.hyogo.lg.jp

「県民モニター」を募集！

H21.4 月採用職員の募集について
は、下記職種を予定しています。
なお、職員採用あり方委員会の提言
を受けて、採用時期、採用試験等の
具体的内容を決定し、7 月に発表す
る予定です。
職種、募集人員：事務 3 名程度（新
卒 1 名程度、社会人 2 名程度）
消防 4 名程度
問合先：総務課☎42 8702

加西市職員募集の概要について

職種：管理栄養士
募集人員：1 名
受付期間：6/16（月）～ 30（月）
時給：1,270 円～ 1,730 円（実務経
験による）
資格：管理栄養士の免許を有する方
勤務内容：栄養相談業務、離乳食講
習会等
提出書類：①市販の履歴書②管理栄
養士免許書写
問合先：総務課☎42 8702

加西市臨時職員募集

助産師３名：S38.4/2 以降に生まれ、
助産師の免許を有する方。
受付締切：7/8（火）まで
採用試験：7/12（土）
採用時期：9/1（月）の予定
問合先：病院経営推進室☎42 2200

市立加西病院職員募集

H18年度の介護保険制度の見直しに
より新たに創設された「地域密着型
サービス」のうち、「小規模多機能
型居宅介護拠点」を整備・開設する
事業者の募集を行います。
募集地区及び整備量：
加西地区（加西中学校区）　１施設
募集期間：6/16（月）～ 9/16（火）
※事業予定者の決定は、加西市地域
密着型サービス運営委員会による審
査を受けて、市長が決定します。
問合・申込先：長寿介護課☎428788

加西市地域密着型サービス事
業所の公募

フラワーセンターのビニールハウス
2 棟をお借りし、花を育て市内公共
施設などへの植栽活動を行っていた
だく「花づくりボランティアさん」
を募集します。（年会費 500 円）
問合先：加西市花と緑の協会事務局
（都市計画課内）☎42 8753

花好きボランティアさん集まれ

相談時間：
月～土曜日　18:00 ～ 24:00、
日祝日・年末年始　9:00 ～ 24:00
電話番号:
♯8000（プッシュ回線、携帯電話、
公衆電話）
078-731-8899（ダイヤル回線、IP電
話等）
※お子様の急病時の相談にご利用く
ださい。

小児救急医療電話相談が時間
延長になりました。

16

対象：市内に住所がある生活保護家
庭、もしくは、それに準じる家庭で
高校生の学資の支払いが困難な方
（人数の制限があります）
支給額：月額5,000円
申込期限：6/27（金）
申込先：学校教育課☎428771

学資困難な高校生へ奨学金を
支給します

くらし

兵庫県は、毎年 9/15 現在で県内に
住所がある 88 歳及び 100 歳の方に
長寿祝金を支給していましたが、次
のとおり変更になりました。
年度内に 100 歳になる方：知事の
祝状及び記念品を贈呈
88 歳の方：廃止
なお、加西市では、市民養老金をこ
れまでどおり 9/15 現在で市内に住
所がある 88 歳及び 100 歳の方にそ
れぞれ 5,000 円及び 10,000 円を支
給します。
問合先：長寿介護課地域支援係
☎42 8728

兵庫県長寿祝金の廃止について

公共下水道の区域では下水道法によ
り、3 年以内に汲み取り便所の水洗
化及び排水設備の設置又は改造を行
うことが義務付けられています。ま
た、同法により「融資あっせん」と
市独自の「利子補給」制度を設けて
おりますので、ぜひご利用ください。
水洗化促進にご理解をよろしくお願
いします。
工事の問合先：上下水道課☎42 8760
使用料、融資あっせんの問合先：
上下水道お客さまセンター☎42 8795

水洗化で快適な生活を！！

児童手当を受給されている方の手当（2
～5月分）を、6/10(火 )に指定口座に
振込みましたのでご確認ください。
問合先：こども未来課  ☎42 8726

児童手当６月期振込のお知らせ

日時：7/13（日）
9:00 受付、9:10 開会式、9:20 競技
会場：加西勤労者体育センター
主催：加西市卓球協会
種目：男女個人戦
（シングルス1部、2部、3部、4部）尚、
参加人員により変更する場合がある。
ラージボール卓球の部
参加資格：市内に住居、勤務、通学
するもの及び協会が認めたもの。
参加費：一般（個人戦・300 円）
　　　　学生（個人戦・100 円）
申込期限：7/3（木）必着
所定の申込書により下記まで
〒 675-2461 殿原町 906-1
加西市卓球協会　大野隆司
問合先：加西市卓球協会（大野）
☎44 0662

第34回加西市卓球選手権大会

加東市において、司法書士による多
重債務巡回無料相談を実施します。
日時：6/28（土）、7/5（土）　
各日13:30～16:30（加西市民も参加可）
会場：加東市社福祉センター（加東
市社26）
主催：兵庫県多重債務者対策協議会、
兵庫県司法書士協会
予約窓口：司法書士法律相談センター
☎ 0795 42 6534   受付 8:30 ～ 17:00

多重債務巡回無料相談

1 等・前後賞あわせて 3 億円
この宝くじの収益金は、市町村の明
るく住みよいまちづくりに使われま
す。また、発売実績に応じて交付さ
れますので、ぜひ県内の宝くじ売り
場でお求めください。
発売期間：8/1（金）まで
抽選日：8/12（火）

サマージャンボ宝くじ

加西市社会福祉協議会では、「すべ
ての市民で支え合う福祉のまちづく
り」のため、地域に根ざしたふれあ
い活動の推進と安心して暮らせる福
祉サービスの充実に努め、さまざま
な事業や啓発活動を実施していま
す。善意の預託金は、次の事業に活
用します。
①支え合う福祉のまちづくり推進事業
②ボランティア育成や活動事業
③心配事相談事業
皆さまからの温かいご協力をお待ち
しております。
問合先：社会福祉協議会☎428888

みんなの善意で明るい社会
６月は善意月間です

創団20周年記念演奏会
日時：6/22（日）
　　   開場13:30  開演14:00
場所：加西市民会館　文化ホール
主演：加西市吹奏楽団
客演：加西市北条中学校吹奏楽部
問合先：加西市民会館☎430106 

加西市吹奏楽団
第１６回定期演奏会

マタニティーマーク
は、妊産婦に優しい
環境をつくっていく
ために、厚生労働省
から発表されまし
た。妊娠中、特に

初期は赤ちゃんの成長やお母さんの健
康を維持するためのとても大切な時期
です。しかし、外見からは妊婦さんで
あることがわかりづらいことがありま
す。このようなマークをつけた方、又
は妊産婦さんを見かけたら、席を譲る、
側でタバコを吸わない等配慮をし、妊
産婦さんに優しい環境をつくっていき
ましょう。
加西市では母子健康手帳を交付した
方にマタニティーマークを配布して
おります。ぜひご活用ください。
問合先：国保健康課健康係☎428723

マタニティーマーク

日時：7/3(木) 7/17(木) 13:00 ～ 16:00
場所：市役所5階会議室
問合先：近畿税理士会社支部事務局
（森税理士事務所内）☎422020

税理士による無料税務相談セ
ンター


