
【問合先】　税務課税制係　☎428712

平成 20 年度市県民税 4期と国民健康保険税・介護保

険料（普通徴収）第 7期分の納期限は

　　　　　　　　　　　　　　　　　です。

納期内完納にご協力をお願いします

2月2日（月）

1514

講座・イベント
主催：加西体育施設　指定管理者　
株式会社ホープ
開催日時：3/17（火）9:00 ～
※雨天時は 3/18（水）順延。
開催場所：加西市民グラウンド（丸
山総合公園　横）
募集定数：40 チーム（申込順）
参加費：1 チーム 1,000円
申込期間：2/1（日）～ 20（金）
申込場所：加西勤労者体育センター
☎471420（水曜休館）
※加西勤労者体育センターにて、申
込み用紙に必要事項記入の上、参加
費を添えてお申込みください。電話
による申込は原則受付いたしません。

ホープ杯ゲートボール大会

田園地帯を引き裂
いて旧海軍の滑走
路が当時のままの
形で残っている。

周辺には戦争遺跡が多数残存、傍ら
には平和記念の碑。ここでは六十数
年前が「過去」には思えない。
日時：2/9（月）10:00 ～ 11:30
場所：南部公民館
講師：神戸大学　地域連携推進室研
究員 佐々木和子さん
費用：無料
申込先：南部公民館☎49 0041
※受付時間：月～土曜日 8:30 ～ 17:15
※かしの木学園の学習会ですが一般
の方もご参加いただけます。

地域の歴史講演会
語り継ぐ記憶、鶉野飛行場跡

江戸時代後半、姫路藩の累積債務
73 万両。日常の賄出費にさえも困
り果てていた。藩主から財政の改革
を命じられた家老の河合寸翁は・・・。
わかりやすく聞きやすい話なので、
ぜひ聞きにきてください。
日時：① 2/18（水）② 2/25（水）
両日共 13:30 ～ 15:00
場所：アスティアかさい３階　多目
的ホール
講師：歴史研究家　黒田美江子さん
募集人員：80 名
募集締切：2/13（金）先着順
受講料：無料
申込方法：電話、FAX、E-mail
申込先：教育委員会市民交流課
☎42 8772 ℻  43 1803
E-mail koryu@city.kasai.lg.jp

歴史講座「姫路城と河合寸翁」

今回は古代編の第 1 回であり、古代
を考える上での基本的な文献や加西
を含む加古川水系にいた氏族につい
てわかりやすく解説します。
日時：1/24（土 )13:30 ～ 15:00
会場：アスティアかさい 3 階集会室
募集人員：会場にて先着 60 名
参加費：100 円
問合先：市史・文化財室分室
☎43 0161

第2回加西市史を読む会
古代１「加古川水系の世界」

先人が巡ったであろう寺院を訪ね、
ふるさと加西の歴史や文化遺産に触
れる旅です。多数のご参加をお待ち
しています。
実施日：2/19（木）
時間：9:00出発～ 15:40頃帰着
集合：観光案内所前
順路：周遍寺（網引）⇒見性寺（田原）
⇒一乗寺（坂本）⇒阿弥陀寺（西笠
原）
定員：40名（バス 2台、要予約）
参加費：1,100円（バス代、一乗寺入
山料、諸経費）
申込先：観光案内所☎&℻  428823

ふるさと再発見の旅
第6回加西西国33所
霊場めぐり

駐車場の民営化・民間委託に向けた関心表明を受け付けます

■申出方法
　所定の関心表明申出書を下記へ 2月 16 日（月）まで、
下記へご提出ください。
※関心表明申出書は担当窓口、または加西市ホームページで

入手可能です。

〒 675-2395
兵庫県加西市北条町横尾 1000 番地　経営戦略室
メールアドレス：keiei@city.kasai.lg.jp

【問合先】　経営戦略室　☎428700　℻  431800　※物件の詳細は加西市ホームページに掲載しています

　加西市では、「民間にできることは民間で」との考えから、
右記の駐車場の活用について民営化・民間委託を含む有効
利用を検討しております。そこで、事前調査を進めるにあ
たり、広く民間事業者からの関心表明を受け付けます。

市役所来庁舎用駐車場

北条鉄道応援企画①

【申込先】　ボランティア駅長（村上）☎090-7340-0888

　北条鉄道のレトロな駅舎で英会話を学びませんか？
主婦クラス・シニアクラスをお話大好きなヨハン先生がレ
ッスンします。※高校生以上が対象です。

場　所：長駅駅舎内
期　間：2～ 3月の 1･2･3 週＜全 6回＞
日　時：火 ･水 ･金 ･土曜の午後
受講料：全 6回 8,500 円 ( 資料代込 )

北条鉄道応援企画②

【問合先】　北条鉄道㈱　☎420036

　加西市の貴重な公共交通である
北条鉄道に更なる愛着を持って頂
くため、「枕木応援団」を募集中。
枕木更換費用を一部ご負担頂き、
毎日の安全運行を支えて下さい。
枕木に記念プレートを設置します。

■枕木１本　4,500 円（ 個人・法人問いません ）

枕木応援団に参加しませんかこたつ  DE  英会話「駅中留学」しませんか

■定額給付金の給付をよそおった「振り込め詐欺」などに注意！
　定額給付金は、まだ具体的な給付方法などが決まっていませんので、市民の皆さまにご連絡や給付を行う段階では
ありません。

なつかしい！　新しい！　もちつ
き、はねつき、たこあげ、こままわ
し、百人一首、竹馬、わたがし、ポ
ン菓子、射的、腹話術、紙芝居、人
形劇などなど、盛りだくさんの出し
物でお待ちしています。
日時：1/25（日）10：00 ～ 12：00
場所：善防公民館
参加費：無料
問合先：善防公民館☎482643

正月遊びの集い

市民会館からのお知らせ

米朝一門会
日時：2/8（日）14:00 開演
出演：桂ざこば・雀々　他
入場料：Ａ席 3,000 円（当日 500 円
増）※ S 席は完売となりました。
前売チケット好評発売中：市民会
館・ローソン他市内プレイガイド
問合先：市民会館☎43 0160

JAYWALK コンサート
日時：3/22( 日 )
16：30 開演
※ 16：00 開場
入場料：全席指定
5,500 円（ 当 日 500
円増）
前売りチケット：

1/10（土）から販売開始
※チケット販売先（市民会館・ローソ
ン・公民館など市内各プレイガイド）
問合先：市民会館☎43 0160

日時：2/14（土）13:30 ～ 15:30
場所：アスティアかさい 3 階集会室
講師：古典文学講師　森田充代さん
参加料：無料
募集人員：60 名※一時保育あり　要
予約（無料：1 歳 6 ヶ月から）
申込：1/20（火）9:00 より電話・℻  
にて受付（住所・氏名・電話番号）
申込先：男女共同参画センター
☎42 0105　℻  42 0133

男女共同参画センター
歴史講座「篤姫の生き方」

1/17（土）から原始人会（上万願寺町）
の交流館でオープン。どぶろく「女
切峠」や甘酒、地元産の新鮮野菜な
ど、土・日曜日と毎月17日に開店
する都市と田舎の交流拠点です。
時間：9:00 ～ 16:00
問合先：原始人会☎440150

「土１７日屋台」（ど田舎屋台）

公共施設 駐車可能台数

市役所（来庁者用） 261 台

市役所（議員用） 32 台

市役所（職員用） 300 台

善防公民館 70 台

南部公民館 200 台

北部公民館 70 台

市立加西病院 398 台

健康増進センター 48 台

市営駐車場 65 台

市民会館 40 台

健康福祉会館 153 台

勤労者体育センター 102 台

加西球場 370 台

アクアスかさい 45 台

玉丘史跡公園 51 台

丸山総合公園 54 台

古法華自然公園 105 台

■公共施設併設駐車場一覧

枕木に設置した記念プレート

【問合先】総務省定額給付金室☎03-5253-5111


