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くらし

9/15現在で満88歳と満100歳の方に
市民養老金を支給いたします。
なお、県長寿祝金は 6月広報でお知ら
せしましたとおり廃止になりました。
支給対象者：

満88歳   （T8.9/17 ～ T9.9/16）
満100歳 （M40.9/17 ～ M41.9/16）

支給額：
満88歳　  5,000円
満100歳  10,000円

支給方法：今年度より、口座振込に
変更となりました。対象者の方には
別途8月上旬ごろに口座振込みのお
知らせをいたします
問合先：市役所長寿介護課☎428728

市民養老金の支給について

このたび、電子証明認証局の更新作
業が行われます。そのため、9/22（月）
は電子証明書の発行・失効の業務が
一切できません。
詳細については次のホームページを
ご覧ください。
公的個人認証サービスポータルサイト
http://www.jpki.go.jp
問合先：市民課☎428720

公的個人認証（電子証明書）の
サービス停止について
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夏期は献血者が減少する季節です。各
献血ルーム（姫路、ミント神戸等）で
の献血に是非ご協力をお願いします。
※ご本人確認のため、運転免許証など
の提示をお願いすることがあります。
問合先：国保健康課健康係☎428723

8月は
「夏期献血推進強調月間」です

道路はみんなのものです。ルールを
守って広く・正しく使いましょう。
空き缶のポイ捨て、無断の張り紙、
はみ出し看板の設置はやめましょう。
平成20年度「道路ふれあい月間」推
進標語　最優秀賞
「ようこそと　きれいな道で　おも
てなし」（北海道 酒井厚三さん）
問合先：兵庫県県土整備部土木局

☎ 078-341-7711

8月は「道路ふれあい月間」です

コース：英語 ( 初級 )、英語 ( 中級 )
韓国語入門、中国語入門

期間：9/12日（金）～12/18( 木 )の間、
計 10 回すべて金曜 ( 英語は 2 回目
以降木曜）
時間：英語・中国語 19:30 ～ 21:00

韓国語 14:30 ～ 16:00
対象：高校生以上
場所：市民会館
受講料：6,000 円（加西市国際交流
協会会員 5,000 円）
※定員になり次第、締め切り。
申込先：国際交流協会事務局 ( 経営
戦略室内 ) ☎42 8700

初めての
英語・中国語・韓国語 講座

敬老月間事業のお知らせ

場所：健康福祉会館大会議室（ホー
ル）前ホワイエ
品物：日用品・タオル類・食器類・
衣類など（食料品以外）
販売日：敬老月間中（8/30 ～ 9/8）
の 9:20 ～ 12:00
主催：加西市老人クラブ連合会

☎42 5670

バザーのお知らせ

「こどものいる風景」をテーマとし
た写真を募集！！カラーか白黒プリ
ントでワイド4ツ切り。デジカメ可。
住所・氏名（ふりがな明記）・性別・
年齢・電話番号・写真の題名と撮影
場所・撮影年月日を書いた紙を写真
裏面に貼付し、次の住所まで。
〒675-1380小野市王子町806-1小野
市市民福祉部健康課小野市立保健セ
ンター (☎0794-63-3977)9/12必着
問合先：兵庫県健康増進課
☎078-341-7711（内線3251）

「こどもの健康習慣」
写真コンクール作品募集

税関では、お預かりしている次の通貨
及び証券等をお返ししています。
■終戦後、外地から引揚げてこられた
　方々が、上陸地の税関、海運局に預
　けられた通貨及び紙幣。
■外地の終結地において、総領事館等
　に預けられた証券等のうち、日本に
　送還されたもの。
返還の申し出は、本人だけでなく、家
族の方々でも結構です。
問合先：
姫路税関支署管理課☎ 079-235-4571
神戸税関ホームページ
http://www.kobe-customs.go.jp

終戦当時引揚者の皆様へ

次の対象の方々に特別給付金が支給
されます。該当の方は下記までご請
求下さい。
対象：第二十一回特別給付金国庫債
券「い号」を受けられた戦没者等の
父母、祖父母
請求期限：H23.4/18日まで
支給内容：額面100万円、5年償還
の記名国債
請求先：社会福祉課生活支援係

☎427520

戦没者等の父母、祖父母の
皆さまへ

恩給欠格者、戦後強制抑留者、引揚
者の「ご本人」に、『特別慰労品』を
贈呈しています（ご遺族の方は対象
とはなりません）。「引揚者」は、終
戦の日まで引き続き 1年以上外地で
生活していて戦後引き揚げてきた家
族全員が対象です。
請求書等は、社会福祉課の窓口にあ
ります。未請求の方は、早急に申請
してください。
資格要件等の質問は、次の独立行政
法人平和祈念事業特別基金まで

（請求に関する「お問合せ」や「ご相
談」は無料です。）
問合先：無料電話0120-234-933

（月～金　9：15～17：15　土日祝日休）

平成21年3月31日で
「特別慰労品」贈呈の受付が終了

募　集

部門：洋画、日本画、水墨画、版画、
書道、彫塑・工芸、写真の 7部門
応募資格：15歳以上
出品点数：1部門につき 2点以内
出品料：無料
作品受付日：10/26(日)10:00 ～ 16:00
受付場所：加西市民会館
表彰：市長賞／副賞8万円
　　　議長賞／副賞2万円
　　　教育委員会賞／副賞1万円

（上記の 3賞は、原則として各部門1点）
　　　文化連盟会長賞／副賞 記念品
　　　美術家協会長賞／副賞 記念品
　　　奨励賞／副賞 記念品
展覧会：11/19（水）～ 11/23（日）
加西市民会館　ホワイエ、コミセン
※募集要項の必要な方は、下記まで
申込先：加西市教育委員会市民交流
課芸術文化係☎428775

「第42回 加西市美術公募展」
作品募集

所在地：加西市鶉野町1132 ‐ 18
間取り：2ＤＫ＋納戸（1戸）
専有面積：63.32㎡
バルコニー面積：10.10㎡
家賃：55,000円（共益費8,800円含む）
敷金：138,600円
申込先：兵庫県住宅供給公社播磨東
事務所入居課☎079－423－0117

（9:00 ～ 17:00）　土・日・祝日除く

加西フラワーシルバーハイツ
入居者募集

10/1 から上水道の給水について休
止制度を導入します。
長期不在、転出や転居、廃業などに
より、水道を一時的に使用しない場
合に、廃止せずに、使用を休止する
ことができる制度です。
対象：
■家を長期的（概ね 3 ケ月以上）に
　不在にする等、将来使用見込みが
　あるが、当分の間、上水道を必要
　としない場合。
■転出や転居、廃業などにより、水道
　の使用を一時的に使用しない場合。
■アパート、賃貸マンション等賃貸
　住宅、店舗等が空家となる場合
　（メーターがついている場合に限
　る。）但し、親メーター 1 個の所
　は定期検針日毎の変更となります。

給水休止制度について

兵庫県では、「人間サイズのまちづ
くり賞」を創設し、毎年顕彰をおこ
なっています。自薦他薦を問わず、
皆様の身近にある優れたまちなみ・
建築物や、まちづくりを進めている
団体及び個人を対象とした受賞候補
のご推薦をお待ちしています。
賞の部門： まちなみ建築部門
 まちづくり活動部門
受付期間：8/18(月) ～ 9/19(金)
受付・問合先：県土整備部まちづく
り局都市政策課事務係〒650-8567
神戸市中央区下山手通5丁目10-1　
☎078-341-7711(代表)

「人間サイズのまちづくり賞」
受賞候補の募集

届出：印鑑持参のうえ、給水休止届
を下記まで。また、併せて下水道使
用休止届も提出ください。
※休止期間中の料金は、「0 円」です。
但し、定期検針により使用が確認さ
れた場合、上下水道の休止を解除し
相当料金を請求いたします。
問合先：上下水道お客様センター
　　　　☎42 8795

都市公園内では、火災や事故防止の
ため、火気の使用を禁止しておりま
す。花火・バーベキュー等での使用
はご遠慮下さい。
問合先：都市計画課☎42 8753

公園内の花火等火気使用禁止

加西市老人クラブ連合会の主催で、
公民館・芸能協会で活動されている
方々の協力を得て開催します。みん
なでふれあい楽しい一日を過ごしま
せんか。
開催期間：8/30 ～ 9/8
開催時間：10:30 ～ 15:00
開催場所：健康福祉会館大会議室
内容：午前「いくつになっても現役

で」いきいきミニ健康づくり
　　　午後「公民館・芸能協会によ

る芸能大会」
対象者：市内に住むおおむね 65 歳
以上の方
問合先：老人クラブ連合会☎42 5670
 長寿介護課☎42 8728

敬老月間ふるさと芸能大会

期間：8/30 ～ 9/30（月曜日・祝日
を除く）10:00 ～ 18:30
対象者：市内に住む 65 歳以上の方
問合先：加西市社会福祉協議会総務
　　　　課☎42 8888

健康福祉会館の風呂の無料開放日本語を勉強したい外国人と、日
本語クラスや国際交流イベントを
手伝っていただけるボランティアス
タッフを募集します。
みんなで日本語 ( にほんご ) を勉強
( べんきょう ) しましょう。9 月 ( が
つ )5 日 ( にち ) に始 ( はじ ) まりま
す。毎週金曜日 ( まいしゅうきんよ
うび )19：30 ～
一起学　日　吧。9 月 5 日　始。每
周星期五 , 不午七点半召　。
Estudemos o japonês! Todas as 
sexta-feira de 19:00. Começando no 
dia 5 de sete㏔ ro.
Estudiemos japonés!  Todos los 
viernes de 19:30. Empezar el 5 de 
septie㏔ re.
Study Japanese? Every Friday From 
19:30. Start㏌ g on Septe㏔ er 5th.
【場所（ばしょ）】

申込先：国際交流協会事務局 ( 経営
戦略室内 ) ☎42 8700

かさい日本語クラス
新学期スタート


