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お正月あそび
大きな「福わらい」や風船の「羽根
つき」で遊びましょう！ お年玉も
あるかも？お楽しみに！
日時：1/15（木）10:30 ～ 11:30

ねひめキッズからのお知らせ

３・４歳児さん集まれ！
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：1/9（金）・29（木）
11:00 ～ 11:30

まちの子育てひろば応援団から
すくすくひろば+かんがるーひろば
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！
日時：1/20（火）10:30 ～ 11:30　
食育について
アドバイザーの方を迎え、添加物な
ど食育についてのお話があります。
お友達を誘ってきてね。
日時：1/27（火）10:30 ～ 11:30

開園日時：月～土 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

10年電池・煙感知式の火災警報器取
り付け助成を随時受付しています。
対象：65歳以上のひとり暮らしの方
自己負担額：
前年所得税非課税の方3,500円
前年所得税課税の方4,500円
※取り付けまで行います。
※個人で購入された物に助成する制
度ではありません。
※すでに助成を受け、設置されてい
る方は対象外です。
申込先：長寿介護課☎428728

ひとり暮らし高齢者
火災警報器設置の助成制度

アスティアかさいにちょっと早いク
リスマスがやってくる！恒例のオリ
ジナル劇「gogo ！メリークリスマ
スⅥ」やよさこい焔（ほむら）ジュニ
アリーダークラブのお兄さんお姉さ
んと「ポニョ」を一緒に踊りましょ
う！はばタンも来るよ！
日時：12/21（日）
一部10：40 ～　二部12：00 ～
場所：アスティ
アかさい１階セ
ンタープラザ　
入場：無料
※よいこのみん
なには、サンタさ
んからのクリス
マスプレゼント
もあるよ
問合先：市民劇団おおきな木（タカ
セ）☎422382

ねひめ de POMのクリスマス

日時：1/17（土）※雨天 18（日）
開会式9:00　競技開始9:30
場所：善防中学校周辺コース
参加資格：加西市内に居住、勤務、
通学している人
チーム編成：5人で 1 チーム
一般の部（中学生以上で編成した
チーム※男女不問）総距離10.6㎞
壮年の部（30歳以上で編成したチー
ム※男女不問）総距離8.9㎞　
女子の部（中学生以上の女子で編成
したチーム）総距離8.9㎞
参加費：中学生以下の選手が 3名以
上のチーム 1,000円、16歳以上が 3
名以上のチーム 2,000円
申込締切：1/9（金）必着
申込先：〒675-2223 加西市三口町
740  加西市陸上競技協会  稲岡進宛  
☎482077

第37回市民駅伝競走大会

募　集

11 月末現在、加西市では交通事故
で 4 名の方が亡くなられており（経
過死亡含む）、そのうち 3 名が高齢
者です。運転される方は早めのライ
ト点灯、歩行者の方は反射材の着用
等、よく見る、よく見られるを実践
ください。
問合先：市民参画課☎42 8751

早めのライト点灯を

市では、平成21年度臨時職員（アルバイト・パート）を下記のとおり募集します。

平成21年度臨時職員を募集します

募集職種 資格免許 賃金単価

事務補助 不要 日額　 6,600 円

保育士・子育て支援員
要 日額　 7,400 円

幼稚園教諭

保育士（延長保育）
要 時間給 1,150 円

幼稚園教諭（預り保育）

学童保育指導員 有資格者
優先

時間給 1,300 円

学童保育指導補助員 時間給 1,100 円

調理師 要 時間給　870 円

学校校務員 不要 時間給　840 円

作業員（清掃・土木） 不要 時間給 1,025 円

保健師

要
時間給
1,270 円～ 1,720 円
（経験年数による）

社会福祉士

精神保健福祉士

介護支援専門員

看護師 要 時間給 1,260 円～ 1,700 円

レセプト点検員 要 時間給     930 円

特別支援学校介助員 不要 日額　 6,600 円

※賃金単価はH20 年度実績であり変更されることがあります。
※職務内容や勤務時間等は、市ホームページをご覧ください。

年 　 　 齢：60 歳未満（全職種）
受 付 期 間：1月 23 日（金）までに次の書類を持参または郵送。
　　　　　　（ただし、郵送の場合は希望職種を明記ください）
提 出 書 類：①市販の履歴書
　　　　　　②免状または資格証の写し（資格・免許が必要な職種）
面接予定日：1月 31 日（土）（面接時間は後日通知します。）
申 込 先：総務部総務課☎42 8702
※図書館アルバイト及び公民館事務員の募集は 1月広報でお知らせします。

募集人員：常勤臨時職員 1 名
　　　　　学生臨時職員若干名
勤務内容：地域交流センター窓口業
務及び事務補助など
募集期間：12/15（月）～ 21（日）
※履歴書を地域交流センターまで持参。
勤務時間：9:15 ～ 18:00
採用期間：1/5 ～ 3/31 ※更新可
応募資格：高卒以上で 59 歳まで。
※その他詳細は下記まで
問合先：地域交流センター☎42 0106

地域交流センタースタッフ募集

内容：子育てに関する相互援助活動
の支援並びに会員交流事業
募集人員 ：１名
資格：保育士、幼稚園教諭、小学校
教諭、看護師のいずれかの免許保有
雇用期間：1/6 ～ 3/31（更新可）
勤務時間：8:30 ～ 17:15
申込期限：12/26（金）
※その他詳細は下記まで
申込先：総務課人事係 ☎42 8702

加西市ファミリーサポートクラブ
アルバイト募集

くらし

1/24（土）に、健康福祉会館にて古
本市を開催します。ご自宅で読み終
わった本などの提供をお願いします。
売上金は福祉活動に活用いたします。
受付期間：1/9（金）まで
9:00 ～ 17:00 受付（土・日・祝日と
12/27 ～ 1/4 は除く）但し、12/20（土）
9:00 ～正午は受付あり
受付場所：健康福祉会館 2棟 2階ボ
ランティア活動室
提供物：ビデオ、DVD、CD、ゲーム
ソフト、文庫本、新書、単行本、コミッ
ク漫画、絵本、専門書、全集など（雑
誌、週刊誌、教科書、名前を書いた物、
落書きのある物、汚損のひどい物は
ご遠慮ください。）
問合先：ボランティアのつどい実行
委員会 ☎43 8133 　℻  42 6658

古本市への提供
ご協力お願いします

平成 20年工業統計調査を 12/31 現在
で行います。調査の実施に当っては、
本年 12月から来年 1月にかけて調査
員がお伺いします。なお、調査票に
記入していただいた内容については、
統計法に基づき秘密が厳守されます
ので、正確に記入してください。
問合先：総務課☎42 8702

製造事業所の皆様へ
統計調査に御協力ください

■上水道
アパート等の引っ越しなどにより使
用者が変わるとき、水道の使用を廃
止するとき、水道の使用の一時休止
するとき等、転居・転出・転入され
た方は届出が必要です。
■下水道
下水道を使用されている水道水と井
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。現状は井戸
を使用していなくても、届出がない
と変更ができませんので、変更があ
る場合は、早急に届出をお願いしま
す。また、異動届等の提出以前の料
金はお返しできません。
※いずれも届出用認印が必要です。
問合先：上下水道お客さまセンター
☎42 8795

上下水道に関する届出

蔵書は年内に処分の予定ですが、それに先立って、お好きな本を市民のみなさ
んにお持ち帰りいただいています。どうぞご来館ください。また、廃止後のス
ペース（14.4m× 6.5m）の有効活用法も検討中です。公民館に賑わいをもた
らす素敵なアイデアを、ぜひお寄せください。問合先：善防公民館☎482643

善防公民館図書スペースを廃止します

「歳末たすけあい運動」が全国的に行
われ、加西市でも、新たな年を迎え
る時期に支援を必要とする人たちが
地域で安心して暮らすことができる
よう、様々な地域の福祉活動を展開
しています。皆さまのご協力をお待
ちしています。
問合先：社会福祉協議会☎42 8888

歳末たすけあい運動にご協力を

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：☎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

「そば打ち」や「そばの栽培」等についてのお問合せ、そばに関する情報提供は、ふるさと営業課☎42 8740 まで。


