
17

募　集

加西市教育委員会では、市内の小・
中・特別支援学校で勤務を希望され
る方の講師登録を行っています。
勤務内容：常勤講師、非常勤講師、
スクールアシスタント
資格：教諭普通免許状（小・中・特
別支援学校）の所有者
登録期間：随時
登録方法：履歴書（写真付）、教諭免
許状のコピーを郵送又は持参。登録
後、随時面接
問合先：加西市教育委員会学校教育
課（市庁舎6Ｆ）☎428771
〒675-2395加西市北条町横尾1000番地

小・中・特別支援学校
の講師登録

平成 20 年度 (10 月 ) 採用
　視能訓練士 1 名

平成 21 年度 (4 月 ) 採用
　薬剤師 1 名
　理学療法士 1 名
　管理栄養士 1 名
　助産師 3 名程度
　看護師 20 名程度

受付締切：8/1（金）まで
採用試験：8/9（土）
問合先：病院経営推進室☎42 2200

市立加西病院職員募集

文化財審議委員（1 名）を募集。
応募資格：① 20 歳以上②市で設置
する他の審議会の委員でない方③地
方公共団体議会議員及び行政機関職
員でない方
内容：文化財審議委員会に年 2 回出
席。平日昼間の 2 ～ 3 時間程度。
加西市の文化財保護活用について助
言・意見を求めます。
最初の会議開催は 9 月頃を予定。
応募方法：次の書類を角型２号封筒
に入れ、下記あてに持参または郵
送。（封筒の表面に、｢文化財審議委
員応募｣ と朱書き )
①履歴書②職務経歴書③課題作文
（応募動機、文化財活用の考え方・
経験）公表した論文や調査報告書等
（コピー可）があれば添付。
④選考通知用封筒（申込者の宛名を
明記し、80 円切手を添付）
応募期間：７/15( 火 ) ～ 8/15( 金 )
選考方法：選考委員会にて書類選考
選考結果：8 月末に通知
任期：H22.8 月まで
報酬：1 回 8,300 円（所得税込み）
申込先：市史・文化財室☎42 7524

文化財審議委員募集

7月は「愛の血液助け合い運動」月
間です。
■日時：8/7(木)10:00 ～ 12:00
　　　　　　　13:00 ～ 16:00
　場所：市役所1Ｆエントランスホール
　主催：国保健康課
■日時：8/8(金)10:00 ～ 12:30
　　　　　　　13:45 ～ 15:30
　場所：ジャスコ加西店
　主催：商工会青年部女性会
問合先：国保健康課健康係☎428721

“献血” は身近にできるボラン
ティア

「国民健康保険限度額適用認定証」
が、8/1 から更新されます。1 ヶ月
の入院等にかかる窓口支払が自己負
担限度額までの支払で済むものです
ので、引き続きご利用される方や新
たにご利用される方は、是非申請し
てください。
申請要件：国民健康保険に加入し、
国民健康保険税の滞納が無いこと。
申請時期：7/22（火）以降
申請場所：国保健康課国保医療係（市
役所1階⑧番窓口）
必要なもの：保険証、印鑑
問合先：国保健康課国保医療係
☎428721

国民健康保険限度額適用認定
証の更新申請

兵庫県・財団法人兵庫県人権啓発協
会では、人権の大切さや思いやり、
支え合うことの素晴らしさなど、人
権文化の創造や人権課題の解決に
関する内容が描かれた文芸作品〔小
説、随想（手記。作文）、詩、創作童
話〕を募集中。
応募は、9/30 まで。県内在住、在
学、在勤の方で、インターネット上
を含む未発表・未投稿の自作作品に
限る。字数制限がある。
問合先：㈶兵庫県人権啓発協会
☎078-242-5355

人権問題文芸作品
「のじぎく文芸賞」の公募

加西市は、市営吉野団地3号棟を建
設中でありましたが、請負業者の
民事再生手続により 6/2 から工事中
断となっておりました。しかしなが
ら、各関係者の迅速な対応により 7
月から工事を再開いたしましたので
お知らせします。
問合先：都市計画課☎428753

都市開発部からのお知らせ

変更前：9:00 ～ 11:00
変更後：9:00 ～ 10:00
毎週月曜日、健康増進センターま
で持ち込んでください。飼い猫1匹
1,700円の手数料が必要です。
問合先：環境創造課☎42 6620

猫の引き取り時間の変更

対象者：有効期間が H20.9/30 まで
の特定疾患医療受給者証をお持ちの
方で、H20.10/1以降も引き続き受給
者証の交付を希望される方。
受付期間：7/1（火）～ 9/30（火）
必要書類：①更新交付申請書②臨床
調査個人票（診断書）③世帯全員の
住民票④患者の健康保険証の写し
⑤世帯全員の平成19年の所得税額
を証明する書類⑥重症申請書（重症
申請される方のみ）⑦重症申請用診
断書（重症申請される方のみ）
ご注意：申請時期が 9月以降の場合、
受給者証が 10月までに届きません。
問合先：兵庫県加西健康福祉事務所
健康課☎420266

平成20年度特定疾患医療受給
者証更新交付申請手続き
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北条高校では、地域の方々とともに
学び、地域とのきずなをより強くし
ようという目的で、公開講座ならび
に文化部生徒による発表会を開くこ
とになりました。ご興味のある方、
ふるってお申込みください。
日時：7/27（日）9:00 ～ 13:00
場所：県立北条高等学校
講座名：苔玉づくり（9:20 ～ 10:20）
　　　　そば打ち   （10:50 ～ 12:30）
　　　　篆刻　　     （9:20 ～ 12:30）
参加資格：どなたでも参加できま
す。（小学３年生以下は保護者同伴）
参加定員：苔玉づくり 30名、そば
打ち 15名、篆刻30名
申込方法：住所・氏名・電話番号・
希望講座名を明記のうえ、ＦＡＸ又
はハガキにてお申込みください
申込期限：7/22（火）先着順
申込先：〒675-2241　段下町847-5
県立北条高等学校☎482311 ℻  482312

北条高校
「地域ふれあい公開講座」

くらし

上水道：転居・転出・転入された方は
届出が必要です。
・アパート等の引っ越しなどで使用者
が変わるとき。
・水道の使用を廃止するとき。

下水道：下水道を使用されている家庭
「水道水と井戸水等との併用家庭」で
家族数に変更がある場合、又は井戸を
廃止する場合は届出が必要です。

問合先：上下水道お客さまセンター
☎42 8795

上下水道に関するお知らせ

各町の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
取組むリーダー養成を目指します。
日時：7/29、8/5、8/19、8/26 計4回
　　　 昼コース 14:00 ～ 16:00
　　　夜コース 19:00 ～ 21:00
場所：健康福祉会館
講師：うぇるねすコア21後藤磨也子氏
内容：転倒予防、体力測定、簡単体
操等、指導技術
定員：昼・夜コース各60名程度（先着）
申込締切：7/25（金）
申込先：社会福祉協議会☎431281

いきいきはつらつリーダー
養成講座

日程：10/1（水）、2（木）、6（月）の午後
実施場所：健康福祉会館
対象：S44.4/1以前生まれの女性市民
（対象外の方）平成19年度「集団乳
がん検診」を受けられた方、妊娠中
又は妊娠の可能性のある方、授乳中
の方、ペースメーカー装着の方、過
去に医療機関受診を勧められた方等
受診間隔：2年に 1回
料金：40歳代：3,000円　50歳以上：
2,800円（年齢で撮影方法が異なるた
め料金が異なります。）
定員：各日60名
申込期間：8/6（水）～ 15（金）
申込方法：申込み期間内にお電話も
しくは窓口でお申込みください。
※AM8：30 から受付開始。定員に
なり次第申込みを終了します。
※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。
※代理申込みをされる方は、必ず全
員の氏名・生年月日・住所・電話番
号・対象外条件を確認しておいてく
ださい。不明の場合には受付できま
せんのでご注意ください。
申込先：国保健康課健康係（市役所
1階⑨番窓口）☎428723
※検診についての詳細は健診特集号
（4月広報と一緒に配布済）をご覧く
ださい。

集団乳がん検診（マンモグラ
フィ検査と視触診併用検診）

①人権ポスター・人権標語の表彰式
②人権講演会「思いやりの心を考えよ
う！ことばと人権」講師　桂文喬さん
③ポスターと標語の入賞作品展示会
日時：8/24（日）13:00受付　13:30開会
場所：加西市民会館文化ホール
問合先：人権推進課☎428727

人権文化をすすめる市民のつどい

①和菓子づくり教室
～ひんやり・はんなり　夏和菓子～
日時：7/29（火）13:30～ 15:30
場所：市民会館コミセン2階料理教室
対象：3年生以上の小・中学生20名
参加費：500円（材料費）
講師：岩國俊雄さん　
協力：登録グループ　和菓子“華”
持ち物：エプロン、手ふき、三角巾、
お茶、雑巾
申込期間：7/15（火）～25（金）
②竹細工教室～竹とんぼと紙鉄砲～
日時：8/7（木）13:30～ 15:30
場所：市民会館コミセン２階美術教室
対象：3年生以上の小学生20名
参加費：無料
講師：宮田昌信さん　
協力：登録グループ　若竹
持ち物：肥後守（小刀）、手袋
申込期間：7/18（金）～31（木）
③子ども産業探検隊　
内容：市マイクロバスで地元企業を訪
問。工場見学・講話・工作体験
日時：8/5（火）13:30～ 15:30　
集合場所：市役所
行き先：加西東産業団地内㈱森川製
作所
対象：4年生以上の小学生20名
参加費：無料
申込期間：7/18（金）～31（木）
　　　　　※多数の場合は抽選
申込先：中央公民館☎422151
　　　　（月～土曜日の8:30～ 17:15）

中央公民館
夏休み子どもチャレンジ講座

滋賀県湖南市発達支援室長として「地
域支援システムの構築」を実践してこ
られた藤井茂樹さんを講師に迎え、実
際に取り組んでこられた内容をお聞か
せいただきます。
日時：8/23（土）　13:30 ～
場所：健康福祉会館
内容：講演会「地域における相談支
援体制の整備～特別支援教育と発達
支援システム』
問合先：社会福祉課☎428725

発達障害への地域支援に関す
る講演会


