講座・イベント

加西市文化祭「文芸展」入賞者
■ジュニアの部：推薦（市長賞）
■一般の部：推薦（市長賞）
俳句 長浜智也 （北条小 6 年）
俳句 藤井美八子 （田原町）
短歌 別所穂波 （泉小 6 年）
短歌 宮﨑要子
（野条町）
川柳 馬場つばさ ( 泉小 4 年）
川柳 神戸えつ子 （桑原田町）
■ジュニアの部：特選
■一般の部：特選
俳句 別所邦彦 （泉小 1 年）
俳句 井上静子
（小野市）
水谷龍也 （日吉小 3 年）
井上美代子 （北条町東南）
短歌 内藤沙綾 （日吉小 6 年）
短歌 古角田鶴子 （西横田町）
藤中美有 （北条中 1 年）
岩井清津子 （笹倉町）
川柳 伊東由莉菜（日吉小 6 年）
川柳 為広鈴美
（上芥田町）
大野佑樹 （北条中 3 年）
今井しげ子 （尾崎町）

長寿（後期高齢者）医療制度

■応募点数
「一般の部」俳句 145 点、
短歌 201 点、
川柳 106 点
「ジュニアの部」俳句 435 点、短歌
158 点、川柳 43 点
一行詩 22 点、エッセイ 5 点
■文芸展（入賞作品を展示します）
日時：10/19（日）まで
場所：アスティアかさい 3 階交流プラザ

【問合先】 市民交流課

☎㊷8775

葬祭費の申請はもうお済みですか？

後期高齢者医療保険の被保険者がお亡くなりになられた場合、喪主に葬祭費として 5 万円が後日支給されます。
申請に必要なもの（国保健康課国保医療係へ申請してください。）
・葬祭を行ったこと及び葬祭執行者（喪主）が確認できるもの（会葬御礼はがき、領収書等）
・葬祭執行者（喪主）の印鑑
・葬祭執行者（喪主）の口座番号、口座名義人が確認できるもの（預金通帳等）
・申請者の本人確認書類（運転免許証、パスポートなど）

※葬祭を行った日から２年を過ぎると時効となり、申請ができなくなります。

１階⑨窓口

税務署からのお知らせ
11 月 4 日から税務署の電話案内は、自動音声に変わり
ます。

☎㊷8721

税に関する小学生の書道・ポスター展
11 月 11 日（火）〜 17 日（月）までは『税を考える週間』
です。

税金に関する一般的なご相談を希望される方は、音声案

社税務署では、皆様に税をより身近なものとしてご理解い

内に従い「1」番を選択してください。国税局の「電話相

ただくため、小学生の作品を集めた「税に関する小学生の

談センター」の専門スタッフがご相談をお受けします。

書道・ポスター展」を下記の日程で開催いたします。是非

また、税金の納付相談や税務署へのお問い合わせなどで

お立ち寄りください。

税務署にご用の方は、
「2」番を選択していただきますと、

開催期間：11 月 7 日（金）〜 14 日（金）

税務署につながります。

場所：加西市役所 1 階ロビー

なお、来署によるご相談を希望される方は、事前のご予

また、11 月 15 日（土）には、小野サティにおきまして、

約をお願いします。

自宅などからインターネットを利用して申告書の提出など

※「番号が認識できません。」という案内があった場合は、

ができる「国税電子申告・納税システム（e-TAX）
」の体

電話機の「＊」を押してから番号を選択してください。

験コーナーを設けますので、是非ご利用ください。

【問合先】 社税務署

【問合先】 社税務署

☎0795-42-0223

■ふるさと紅葉めぐり
山々の紅葉を楽しみな
がら、皇女が葬られて
いるといわれている皇
塚古墳等をバスで訪ね
る旅です。
◀奥山寺参道の紅葉

日時：11/22（土）9:30集合
集合場所：観光案内所（アスティア
かさい正面玄関前）
コース：庚申の杜散策（お葉付き銀
杏・庚申堂）〜石部神社（皇塚古墳）
・
昼食〜奥山寺
参加費：800円（当日支払い）
申込方法：電話・FAX にて
申込先：加西市観光まちづくり協会
☎&℻ ㊷8823（当日参加も可）
※お茶・お弁当等は各自でご持参く
ださい。

桂の会書道展示

※既に申請いただいている方については必要ありません。

【申込・問合先】 国保健康課国保医療係

ふるさと再発見の旅

☎0795-42-0223

日程：10/21（火）〜 26（日）
9:00 〜 18:00
場所：アスティアかさい 3階交流プラザ
主催：桂の会
問合先：地域交流センター
☎㊷0106

地域交流センター
映画上映イベントガイド
入場無料！映画上映イベント、ねひ
め cue!・FILM の今月の上映予定。
〔FILM〕
「マディソン郡の橋」
日時：10/23（木）10：00 〜 12:15
「裏窓」
日時：11/6（木）10：00 〜 11:30
〔CUE !〕
「ウディ・ガスリー / わが心のふるさと」
日時：10/24（金）19：00 〜 21:30
場所：アスティアかさい 3階多目的
ホール
問合先：地域交流センター（アスティ
アかさい３階）☎㊷0106

中央公民館学習発表会『中央ふれあいまつり』
学習と活動の成果を披露します。お楽しみください。
日

時

11/15（土）
9:00 〜 17:00
11/16（日）
9:00 〜 15:30

内

容

公民館登録グループ・館外教室の作品展示

場

所

市民会館

（書道・手編み・和裁・日本画・水墨画・絵手紙・
短歌・俳句・川柳・竹細工・木彫り・フランス刺繍・
ちぎり絵・ボールペン習字・生花・写真・表装）

10:00 〜 15:00

茶席

11:00 〜 15:30

料理バザー

コミセン
2 階・3 階

（かけそば・山菜おこわ・小豆ようかん・紅茶・
コーヒー・ミックスジュースほか）
10:30 〜 12:00

作品バザー（木彫り・竹細工）

12:00 〜 15:00

芸能発表会
（大正琴・歌謡・社交ダンス・銭太鼓・詩舞道・

文化ホール

舞踊・コーラス・マジック・着付け・太極拳・
ヨーガ・劇・オカリナ）

問合先：中央公民館☎㊷ 2151

ボランティアアドバイザー
養成講座
住民により身近なところでボラン
ティア活動の進め方などについて適
切なアドバイスができる人が求めら
れています。必要な知識を学び、様々
な場面で活躍できるアドバイザーを
目指しましょう。
日時：11/5、12、19、26各水曜日
13:30 〜 16:00
場所：健康福祉会館2階
対象：ボランティア活動者
締切：10/27（月）
申込先：加西市社会福祉協議会
☎㊸8133 ℻ ㊷6658

第19回 善防公民館まつり
■10/25（土）
・作品展示 9:00 〜 17:00
・講演「認知症について」
10:00 〜 11:30
■10/26（日）
・芸能発表 10:00 〜 15:00
・作品展示 9:00 〜 15:00
・各種バザー、お茶席など 9:00 〜
問合先：善防公民館☎㊽2643
（月〜土の 9:00 〜 17:00）
■世界の駄菓子店オープン！
日時：10/26(日)10:00 〜 12:00
場所：善防公民館まつりバザー会場内
問合先：国際交流協会☎㊷8700

★八代亜紀ふれあいコンサート
日時：11/15( 土 ) 昼の部 13:30 〜 夜の部 18:00 〜
入場料：全席指定 S 席 5,000 円 A 席 4,500 円
（当日各 500 円増）友の会は１割引
チケット発売所：市民会館・公民館・北条楽器・西村書店
毛利書店・地域交流センター・白ゆり
ローソンチケット
問合先：市民会館 ☎㊸ 0160 （年中無休）

納期内完納にご協力をお願いします
平成20年度市県民税（普通徴収）第3期分・国民健康保
険税・介護保険料（普通徴収）第4期分の納期限は、
１０月３１日（金）です。
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【問合先】 税務課税制係

☎㊷8712

■家屋を新築・増築・滅失された方は、ご連絡をお願いします。問合先：税務課資産税係☎㊷8713
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