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くらし

10/20 ～ 26 は行政相談週間です。
行政相談は、役所や特殊法人の仕事
に関する皆さまからの苦情やご意見
等を受け付け、その解決を通じて行
政運営の改善を図る制度です。
相談は無料で、秘密は固く守られま
すので、お気軽にご利用ください。
日時・場所：
10/7（火）市民会館
10/9（木）農村環境改善センター
10/16（木）北部公民館
各日13：30 ～ 15：30
相談担当者：藤原久司・井上嘉代子

（行政相談委員）
問合先：市民相談室☎428739

行政相談所の開設について

本年9 ～ 10月に、「法人土地基本調査」
及び「法人建物調査」が実施されます。
この調査は、全国の法人の土地や建
物の所有状況、利用状況を調査する
もので、その結果は、土地に関する
諸施策の企画・立案に際しての基礎
資料として用いられるほか、学術・
研究機関等でも幅広く活用されます。
皆様のご協力をお願いいたします。
問合先：兵庫県都市政策課
☎078-341-771

平成20年法人土地基本調査・
法人建物調査にご協力を
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兵庫教育大学からの特別支援教育の
展望に関する話題提供や、北播磨地
域における特別支援教育の現状と方
向性に関する話題提供を基に、ディ
スカッションを通して北播磨におけ
る特別支援教育を考えていきます。
日時：10/13（祝）13:30 ～ 16:30
場所：兵庫教育大学加東キャンパス
共通講義棟
参加費：無料
申込先：兵庫教育大学企画課広報・
社会連携事務室☎ 0795 44 2053　
℻   0795 44 2409

北播磨における特別支援教育を
考えるシンポジウム

第42回 加西市文化祭開催

この調査は、昭和23年から 5年毎に
行われ、全国約350万世帯、加西市
では約7,700世帯の方々に調査票の
記入をお願いする大きな調査です。
9月下旬から 10月上旬にかけて調査
員がご家庭に伺いましたら、調査票
の記入にご協力をお願いします。
問合先：総務課☎428702

10月1日に平成20年住宅・土
地統計調査が行われます。

秋口の日没時間の早まりとともに夕暮
れ時の交通事故が多発するようになり
ます。運転される方は早目のヘッドラ
イト点灯を、歩行者の方は反射材の着
用等、事故防止を心がけてください。
また、今年から後部座席のシートベル
ト着用も義務付けられました。大切な
命を守るためにも、後部座席の方も
シートベルトをきちんと着用してくだ
さい。
後部座席シートベルト着用率（一般道）
加西市26.0％　県下平均29.1％
問合先：市民参画課☎428751

秋の全国交通安全運動
9/21（日）～30（火）

■文芸展　　　
日時：10/15（水 ) ～ 19（日）
10:00 ～ 17:00（最終日16:00）
場所：アスティアかさい3階交流プラザ
内容：俳句・短歌・川柳（一般の部・
ジュニアの部）の入賞作品、一行詩、
エッセイを展示
■いけばな展
日時：11/1（土）、2（日）
10:00 ～ 17:00（最終日16:00）
場所：市民会館コミセン3階小ホール
内容：市内いけばな協会8流派が出展
■茶席
日時：11/2（日）10:00 ～ 15:00
場所：市民会館コミセン3階和室
内容：茶道協会によるお抹茶席（御
茶券 300円）
■市民音楽祭
日時：11/3( 月・祝 )13:30開演　
場所：市民会館文化ホール
内容：市内の音楽を愛好する個人・
ファミリー及び音楽団体が出演
■囲碁大会
日時：11/3( 月・祝）
9:20分受付　10:00開始
場所：市民会館コミセン3階和室
内容：Ａ級（4段以上）Ｂ級（初段～
3段）Ｃ級（1級以下）
■芸能祭
日時：11/9（日）12:00開演
場所：市民会館　文化ホール
内容：芸能協会による民舞・詩舞道・
邦楽・腹話術・播州音頭・マジック・
カラオケ
■おやこ劇場
日時：11/16（日）13:30 ～ 15:00　
場所：アスティアかさい3階多目的ホール
内容 : ミニげきじょうパート５
 特別出演ママねひめ
■美術公募展
日時：11/19（水）～ 23（日）
10:00 ～ 17:00（最終日16:00）
場所：市民会館　ホワイエ　コミセン
内容：洋画・日本画・水墨画・版画・
書道・彫塑工芸・写真の入賞・入選
作品を展示

問合先：市民交流課☎42 8775

声の出し方、息の使い方を学び、み
んなで歌いましょう
日時：11/28（金）14:00 ～ 16:30
場所：北播磨県民局社総合庁舎別館
4階会議室
対象：北播磨にお住まいの難病患者
様及びご家族様等※疾患名は不問。
内容：難病患者様・ご家族様のグルー
プによる演奏会と音楽療法士による
音楽療法
講師：兵庫県認定音楽療法士（守本
由紀氏、奥西由香氏）
申込締切：10/31（金）まで
申込先：加西健康福祉事務所健康課
☎420266

難病患者様のための音楽療法

統合失調症、うつ病等精神疾患って
なんだろう ?精神疾患を発病して間
もない方のご家族を対象に、「精神
疾患の症状と治療、回復について」
をテーマに家族教室を開催。こころ
の病でお困りの方、お気軽にご参加
ください。参加費は無料です。(家
族セミナーですので、当事者の参加
は控えてください。)
日時：10/16(木)13:30 ～
場所：加西市健康福祉会館　研修室1
定員：30名(先着順)
申込先：(社)兵庫県精神障害者家族
会連合会(兵家連)☎078-360-2618

精神疾患を理解しよう ! 

警察官や肉親を装い、現金の振り込
みを要求する等、様々な手口による
振り込め詐欺が多発。市内でも被害
が発生しています。迷ったら最寄の
警察署等に相談しましょう。
■被害に遭わないために
・あわてず、落ち着いて対応する。
・要求されてもすぐに振り込まない。
・身に覚えのない請求は無視する。
問合先：加西警察署☎420110

振り込め詐欺に注意！

【全額免除】
対象者：身体障害者手帳・療育手帳・
精神障害者保健福祉手帳をお持ちの
方が世帯構成員であり、世帯全員が
市民税非課税の場合
【半額免除】
対象者：次のいずれかに該当する場合
■世帯主が視覚障害または聴覚障害
　の身体障害者手帳所持者
■世帯主が重度（1・2級）の身体障
　害者手帳所持者
■世帯主が重度（A）の療育手帳所持
　者
■世帯主が重度（1級）の精神障害者
　保健福祉手帳所持者
※免除を受けるためには、事前に申
請が必要です。なお、既に受信料免
除が適用されている場合は手続きが
不要です。
問合先：社会福祉課障害者支援係
☎428725　℻  431801

障害のある方を対象とした
ＮＨＫ放送受信料の免除基準
が変わります（H20.10月～）

おいもほり
6 月にさした『さつまいものつる』
がぐんぐん伸びて、畑いっぱいにひ
ろがっているよ。一緒に掘ろう！
日時：10/15（水）10:30 ～ 11:30（雨
天の場合順延）※持ってくるもの　
スコップ・長靴・軍手　
３・４歳児さんあつまれ！
なかよしタイムに、3・4 歳児対象
の遊びをします。待ってるよ！
日時：10/7（火）・30（木）
11:00 ～ 11:30　
臨時休園のおしらせ
10/1（水）は園内清掃のため、休園
します。
まちの子育てひろば応援団から
お子さんの身体測定をします。大き
くなったかな？測りにきてね。
妊婦さんも一緒にお話しましょう！
日時：10/21（火）10:30 ～ 11:30
ねひめキッズ開園日時は月～土曜日
10:00 ～ 15:00。登録・利用料はい
りません。
問合先：ねひめキッズ☎42 5710

ねひめキッズからのお知らせ

日時：9/26（金）13：30 ～ 16：00
※参加申込多数の場合、午前・午後
の 2 部制になることがあり。
場所：西脇ロイヤルホテル　2 階
対象者：H21．3 月新規学校卒業予
定者（大学・短大・高専・専修学校等）
若者求職者（概ね 35 歳まで）
参加企業：北播磨地域を中心に 50
社程度参加予定（参加企業は 9 月上
旬頃に確定します）
主催：ハローワーク西脇、北播磨雇
用開発協会、兵庫労働局
共催：西脇市、小野市、加西市、加
東市、多可町、北播磨県民局
問合先：西脇公共職業安定所
☎ 0795-22-3181

平成20年度  ＪＯＢフェア
（就職面接相談会）のお知らせ

日時・コース：
ワード 10/8（水）～ 10/10（金）
エクセル 10/15（水）～ 10/17（金）
いずれも 9:00 ～ 12:00
場所：アスティアかさい 3階OA ルーム
対象：再就職をめざす女性で各コー
ス 3回とも受講できる方。文字入力、
マウス操作ができること。
定員：各コース 12名
講師：吉田憲康さん
受講料：テキスト代300円程度
※一時保育あり 要予約（無料：1歳6
カ月から）
申込方法：電話にて、住所・氏名・
電話番号と希望コース（両コースも
可）、保育の有無を申し出ください。
申込期間：9/20（土）9:00先着順
申込先：男女共同参画センター
☎420105（9:00 より）

男女共同参画センター主催
女性のためのパソコン講座

楽法寺本堂内に約500個の献灯、境
内には約300個の大小の行灯が彩り
ます。地域参加のイベント型法要と
して、子供達には縁日など、すべて
無料で楽しめます。
日時：9/21（日）　雨天の場合23日（火）
場所：楽法寺（北条町横尾）
内容：16:30 ～万灯会縁日
 17:30 ～紙芝居
 18:00 ～対象琴
 18:30 ～秋彼岸万灯会法要
問合先：安永山楽法寺☎420293

安永山楽法寺の秋彼岸万灯会

グルメ・観光サイト「ハートにぐっと北播磨」
http://www.kita-harima.jp または ハートにぐっと で検索

秋の行楽プランはお決まりですか？グルメ店・観光スポットからのホットな
情報も載っています。ぜひご活用ください！
■約 170 店のグルメ情報と、280 の観光スポット情報がまる分かり！
■グルメ店の店長と、観光スポット担当者が更新する新鮮な情報満載！
■ Google マップで道案内もバッチリ！ 
問合先：北播磨広域観光協議会　☎ 0795 42 9415


