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くらし
日時：10/26（日）9:00 ～正午
場所：西笠原町五郎池（駐車場は JA
兵庫みらい善防支店）
内容：ため池の雑魚取り、クリーン
キャンペーン
参加費：無料
締切：10/20（月）
申込先：加西西部土地改良区総務係
☎490915

五郎池（西笠原）雑魚取り大会
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リズムであそぼう
県民局よりアドバイザーの方が来ら
れ、楽しい音楽に合わせて体を動か
して遊ぶよ！
日時：11/14（金）10:30 ～ 11:30
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。遊びに来てね。
日時：11/10（月）、26（水）
11:00 ～ 11:30　
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。妊婦
さんも一緒にお話しましょう！
※今月は、高齢者の方との交流で、
『はりまストリングアンサンブル』
演奏会もあります。お楽しみに！
日時：11/18（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

子育て中の方や子育て支援関係の方。
現代のおもちゃと子どもの環境につ
いて学習してみませんか。
日時：10/30（木）10:00 ～ 11:30
場所：北部公民館体育室
講師：キッズいわき ぱふ 
　　　代表  岩城敏之  氏
締切：10/24（金）
申込先：北部子育て学習センター
☎451523　℻  450886

親学習講座
おもちゃと子どもの発達

絵本の読み語りや、手袋人形、大型
手作り紙芝居など盛りだくさん。
日時：10/26（日）
場所：市民会館2階和室
出演：田中千代野  氏
参加費：入会金300円　会費800円
4才から会費要。3才以下のお子様
は大人の入会のみで一緒に観れます
後援：加西市教育委員会
問合先：加西おやこ劇場
☎&℻  430830

加西おやこ劇場
「おはなしおばさんの
おはなし会」

日時：10/25（土）10:00 ～ 16:00
　　　10/26（日）10:00 ～ 15:00
場所：姫路少年刑務所構内
内容：更正を目指す受刑者が作った
製品の展示・販売やパネル展示など
問合先：姫路少年刑務所
☎079-293-4133

第22回姫路矯正展

市では、40歳以上の在宅寝たきり者
及び、寝たきりに準ずる方で、歯科
治療を受ける機会がない方に対し、
歯科医師・歯科衛生士による訪問指
導を行っております。
ぜひご利用ください。
回数：１人につき１回
内容：口腔診査、口腔保健指導
※なお、より安全に指導を受けてい
ただくために、事前に保健師の訪問
や、主治医への状態確認を実施させ
ていただきます。
料金：無料
申込先：国保健康課☎428723

在宅寝たきり者歯科訪問指導

住宅の建設等、緊急かつ具体的計画
のある土地利用案件について、加西
農業振興地域整備計画に係る農用地
区域からの除外申請を受け付けます。
受付期間：11/17（月）～ 28（金）
※土・日曜日除く
受付場所：農政課☎42 8741

農用地区域の除外申請を
受け付けします

国土利用計画法に基づき、一定面積
以上の土地取引には、売買等の契約
の締結日より２週間以内に、市を経
由して知事への届出が必要です。
【届出が必要な面積】
市街化区域：2,000㎡以上
市街化区域を除く都市計画区域：
5,000㎡以上
都市計画区域以外の区域：
10,000㎡以上
問合先：兵庫県都市政策課
☎078-341-7711（内線4739）
加西市都市計画課☎428753

土地取引の届出をお忘れなく

会員の方が丹精込めて育てた作品を
是非ご鑑賞ください。
日時：11/7（金）～ 9（日）
9:00 ～ 18:00（9日は 17:00 まで）
場所：アスティアかさい3階交流プラザ
主催：加西市・加西市盆栽研究会
問合先：中央公民館☎422151

第42回加西市盆栽展
日時：11/29( 土 )13：30 ～ 16：00
場所：近畿福祉大学（福崎町）
テーマ：これからの少子高齢化社会
に向けた健康づくり
特別講演：掛布雅之氏
申込方法：℻  かメールで、氏名・人
数・住所・電話番号をお送りくださ
い。追って、入場券をお送りします。
費用：無料
締切：11/20（木）
申込先：近畿医療福祉大学学生課
☎ 0790-22-2528　℻   0790-22-2650
e-mail　sympokwu@yahoo.co.jp

福祉健康スポーツ学科
開設記念シンポジウム

絵描けないし、ガラスアートって難
しそう…？心配はご無用。初心者で
も安心のサンドブラスト（砂を使っ
た彫刻）でガラスコップを素敵に変
身させてみませんか？
日時：11/30( 日 )　13:30 ～ 16:00
場所：市民会館 2 階　視聴覚室
講師：森谷純一氏（ガラス工房「そ
よ風」主宰）
参加費：1,500 円
持ち物：無地のコップ (1 ～ 3 個 )，
タオル ( 汚れてもよいもの )
定員：40 名 ( 先着 )
申込期間：10/20( 月 ) ～ 11/20( 木 )
申込先：中央公民館☎42 2151
( 受付：月～土曜日の 8:30 ～ 17:15)

＊ガラスアートに挑戦＊
サンドブラストガラス体験教室

お母さんの息抜き手伝います。
「私の時間」づくりをしてリフレッ
シュ・ママに！
日・場所：11/7（金）泉第一保育所
　　　　　12/10（水）日吉保育園
時間：10:00 ～ 11:30
対象：在宅で子育て中のお母さんと
こども　　
募集人数：各園 10 組（先着順）
費用：1 日傷害保険料 100 円
申込先：こども未来課☎42 8726

リフレッシュ・ママ参加者募集

私たちの生活環境を清潔で快適なも
のにするために、下水道への接続工
事をお願いします。
公共下水道区域では、本管が整備さ
れ供用開始されると、排水設備を設
置し、くみ取り便所は3年以内に改造
を行うことが法律で義務づけられて
います。（下水道法第10条、第11条の3）
なお、工事は加西市指定工事店に依
頼ください。
水洗便所等改造資金融資あっせん及
び利子補給金制度を設けております
ので、ぜひご利用ください。
工事に関すること：
上下水道課☎428760
使用料、融資あっせんに関すること：
上下水道お客さまセンター☎428795
業務管理課☎428791

一日も早い水洗化の工事を！

廃止をせずに使用を休止できますの
で、ご利用ください。
なお、休止後に水道を使用される場
合は、「水道開始届」を必ず提出く
ださい。無届使用の場合は休止解除
により、給水停止又は以後の休止受
付をしない場合があります。
問合先：上下水道お客さまセンター
☎42 8795

水道の給水休止制度が始まり
ました

日本紅斑熱は、病原体を保有したマ
ダニ類に刺されることにより感染
し、2～ 10日で発病する感染症です。
高熱・発疹・ダニの刺し口を特徴と
した症状があり、一般的には薬剤で
治療でき、予後良好ですが、重症化
することもあります。
特にダニが多く生息する野山、畑、
草むら等に出かけるときには、以下
の点に注意しましょう。
■長袖・長ズボンの着用と防虫スプ
レーの使用
■直接草むらや地面に座ったり、衣
服を置いたりしないようにする。
■帰宅後はすぐに入浴し体についた
ダニを落とし、新しい服に着替える。
疑わしい症状がある場合はすぐに医
療機関に受診しましょう。
問合先：国保健康課☎428723

「日本紅斑熱」の予防について

北播磨5市1町の地場産品、特産品や
農産品などが勢ぞろい。キャラクター
ショーなど、イベントもりだくさん！
日時：11/8（土）10:00 ～ 16:00
　　　11/9（日）10:00 ～ 15:00
場所：北はりま田園空間博物館
問合先：北播磨じばさん元気市実行
委員会☎0795-22-3901

「北播磨じばさん元気市」開催！

ハイキング、地場農
産物の販売、ランチ
飲食コーナー、子ど
もの工作遊び、紙芝
居、コスモスの花プ
レゼント。
日時：10/26（日）10:00 ～ 15:00
場所：青野町公民館前広場（メイン
開場）、コスモス畑約3町歩（青野町、
油谷町、田谷町、国正町）
臨時駐車場：青野公民館南前、小川
農具空き地
問合先：宇仁郷まちづくり協議会
☎450751　℻  450861

宇仁の里・コスモスまつり

「地域に開かれた学校づくり」をめ
ざし「陶芸教室」を開催します。生
徒たちと共に創造的で楽しい時間を
過ごしてみませんか。
日時：11/4（火）、5（水）
17:40 ～ 20:00（原則両日参加）
講師：松本　三男　先生
場所：北条高等学校定時制　学習室
定員：先着 20 名
費用：参加希望 10 人までなら無料。
越えた場合若干の負担金。（当日徴収）
申込先：県立北条高等学校定時制
☎48 2311（受付 13:00 ～ 21:00）

県立北条高等学校（定時制）
陶芸教室のご案内

■いなみ野学園40周年記念事業
日時：11/14（金）
・記念式典、記念行事10:00 ～ 12:10
・記念講演13:20 ～ 14:50
　講師　イーデス・ハンソン氏
■高齢者大学いなみ野学園文化祭
「いなみ野祭」
日時：11/15（土）、16（日）9:30 ～ 17:00
内容：活動発表、演芸大会、チャリ
ティーバザー、陶芸作品及び野菜類の
販売、餅つき体験、楽焼体験など

開催場所：兵庫県いなみ野学園内
（加古川市平岡町新在家902-3）
問合先：兵庫県いなみ野学園
☎079-424-3342　℻  079-424-3475

いなみ野学園からのお知らせ

日時：11/6（木）～ 9（日）
9:00 ～ 17:00
場所：市民会館コミュニティーセンター
問合先：加西市書道文化協会
☎490331

加西市書道展


