
【問合先】　税務課税制係　☎428712

平成 20 年度固定資産税 4期と国民健康保険税・介護

保険料（普通徴収）第 8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

3月2日（月）

1514

入札参加資格審査申請書の補充受付

【問合先】　財務部　財政課　☎428704

　平成 20・21・22 年度建設工事、測量等（測量・建設
コンサルタント等）、にかかる入札参加資格審査申請書の
受付を次のとおり行います。なお、物品の製造・買入れ
等（物品の製造、買入れ、売払い、役務の提供 [ 小規模
修繕工事等を含む ] 等）については、随時受付（資格発
生時期は、翌月１日）となっています。

受付期間：3月 2日 ( 月 ) ～ 10 日 ( 火 )
提出方法：持参のみ
提出場所：加西市役所 2 階財務部財政課
申請様式：国土交通省（地方整備局等）様式
※添付書類についてはホームページ・財政課前掲示板で、

要領を掲載していますので確認してください。

狂犬病予防注射のお知らせ

【問合先】　環境創造課　☎426620

　平成 21 年度から、狂犬病予防の各町での集合注射は廃
止となります。飼い主の皆様には各自、動物病院での接
種をお願いします。狂犬病予防注射期間（生後 90 日を経
過した犬）は 4/1 ～ 6/30 です。

市内動物病院
加西動物病院（谷町 68 ※中国道側道南）☎43 0810
北条動物病院（北条町横尾 1229-3 ※加西郵便局前）☎42 6353
レオ動物病院（北条町北条 323 ※イオン加西北条 SC内）☎43 7878

■新しく犬を飼われる方
登録料　 3,000 円　　注射代※各病院でお確かめ下さい。
注射済票 550 円
■すでに登録をしている方
3 月中頃、市から送付するハガキを必ず持参して下さい。
事前にはがきの予診票を記入して下さい。
注射代※各病院でお確かめ下さい。　　注射済票 550 円

近隣市の他の動物病院については 3月に回覧及びハガキ
（登録済の方）でお知らせします。

塩川正十郎東洋大学総長（元財務大臣）が来場。加西市公民連携フォーラム開催
　加西市は昨年 5月に東洋大学と包括協定を締結し、
市役所の業務の民間委託や地域開発などについて共
同研究を実施してきました。
　このたびの公民連携フォーラ
ムでは、塩川東洋大学総長を迎
え、院生らが最終報告と提案を
行います。
　どなたでも参加できます。
問合先：経営戦略室☎42 8700

■日時：2月 21 日（土）14:00 ～ 16:00
■場所：加西市民会館大ホール
■内容：「今なぜ日本で公民連携（PPP）が必要か」　
　　　　　塩川正十郎東洋大学総長
　　　　「加西市型公民連携可能性調査報告」　
　　　　　東洋大学大学院生
　　　　　・上下水道事業、病院事業の経営改革
　　　　　・市役所業務の外部委託、広域化
　　　　　・加西市の将来構想と経済開発昨年 5月の現地調査の様子

講座・イベント

日時：3/22（日）9:00 ～
会場：加西勤労者体育センター
主催：加西市卓球協会
種目：男女個人戦※シングルス一部、
二部、三部
試合方法：予選リーグを行い勝率に
より各部を決定。各部においてトー
ナメント戦を行う。
参加資格：市内に住居、勤務、通学
するもの及び協会が認めたもの
参加費：無料
申込期日：3/13（金）必着
申込方法：参加申込書による
申込先：〒675-2445殿原町906-1
加西市卓球協会   大野隆司☎440662
※傷害については補償しません。各
自で十分注意して下さい。

第5回根日女ふれあい卓球大会

介護保険のサービス利用の手続きの
ための申請方法や介護保険サービ
ス・福祉サービスについて、サービ
ス内容・対象者・申請方法を市役所
長寿介護課の職員が丁寧に説明しま
す。ぜひご参加ください。
日時：2/23（月）13:30 ～ 15:00
場所：健康福祉会館 2 階創作室
定員：30 名
参加料：無料
申込先：第二サルビア荘在宅介護支
援センター☎45 8922
※申込は 3 日前までにお願いします。
※空きがあれば、当日参加も可能。

家族介護教室
「介護保険制度について」

今回は市史執筆者の先生を招き、加
西に多く残る板碑と中世の歴史的な
背景について講演いただきます。
日時：2/21（土 )13:30 ～ 15:30
会場：アスティア加西３階集会室
演題：「板碑と中世の加西」
講師：加西市史執筆者　白川哲郎先
生（大阪樟蔭女子大学准教授）
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 4 回は 3/14（土）考古 2「旧石
器文化の変遷」です。

第3回　加西市史を読む会
中世１　特別企画講演会

日時：3/20（金・祝）
10:00 ～ 15:00
※雨天の場合も開
催
場所：丸山総合
公園管理棟※暖房
設備なし温かい服
装でご参加下さい。
参加費：花、土など材料費のみ必要。
持参物：鉢※当日購入も可、移植ご
て、軍手、エプロンなど
申込先：加西勤労者体育センター
☎47 1420 ※水曜休館

寄せ植え講習会
花と緑の相談会　開催

■固定資産税に関するお願い：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☎42 8713

■第6回加西ロマンの里ウォーキング ■第2回地域歴史発見！ウォーキング
　「善防山城を歩く」
地域に残された歴史遺産をウォ
ーキングで巡り、現地で歴史の
解説が聞ける「地域歴史発見！
ウォーキング」を開催します。
今回は、第 2回目の開催となり、今から 450 年程昔
の中世期の山城である「善防山城跡」を歩きます。約
3.5 ｋｍの山のハイキングコースをめぐり、頂上にあ
る善防山城跡で研究者の解説を聞きながら、残ってい
る石垣などを見学します。
開催日：3/1( 日 )　善防公民館に集合 13:00 ～ 16:00
※雨天時は、善防公民館・大研修室にて、講演会。
講師：藤原孝三（北播磨城郭研究会）
参加費用：300 円※保険代含む
募集人員：30 名※先着順
参加申込期間：2/20( 金 ) まで
服装及び持ち物：ウォーキングができる服装・運動靴・
タオル・お茶等
申込先：市史・文化財室分室☎43 0161

管理棟

北条鉄道法華口駅から鶉野飛行場跡、昨年３月に本堂の
改修を終えた法華山一条寺を巡るコースで開催します。
どちらのコースもボランティアカイドの説明あり。
開催日時：3/20（金・祝）　10:00 ～ 10:30 受付
※雨天決行（ただし、警報がでれば中止）
集合場所：北条鉄道法華口駅※近くに臨時駐車場あり
ますが、ぜひ、北条鉄道の利用をお願いします。
参加費用：一般 300 円、中学生以下 200 円※保険料含
申込期間：3/6（金）まで※大会当日も受付しますが、
参加賞がなくなる場合もあります。
コース：①戦争の足跡をたどるコース　６km
　　　　　（法華口～鶉野飛行場）
　　　　②国宝と酒蔵を巡るコース　10km
　　　　　（法華口～法華山一乗寺）
　　　　　（拝観料 300 円は各自負担）
※参加賞（かぐや姫の消臭炭）、豚汁のサービスあり。
※法華口駅では昼食用に地元食材を使った巻寿司、おに
ぎり等の販売。終了後には、地元産の野菜等の販売。
申込先：市民交流課内体育協会事務局☎42 8773

市民会館からのお知らせ

シネマかさい 2009「おくりびと」
日時：4/19( 日 )
① 10：00 ～② 14:00 ～ ③ 18:00 ～
入場料：700 円全席指定※当日 300
円増、小学生以下無料
前売チケット：2/22( 日 ) から

JAYWALK コンサート
日時：3/22( 日 )16：30 開演
入場料：全席指定 5,500 円
※当日 500 円増
前売チケット発売中

チケット発売先：市民会館・ローソ
ン・イープラス・公民館など市内各
プレイガイド
問合先：市民会館☎43 0160

お笑いバトル 2009　in　かさい
出演者：サンドウィッチマン・
ナイツ・狩野英孝・桜塚やっくん・
クールポコほか
日時：4/4（土）① 12:00 ② 15:00
入場料：3,500 円※当日500円増
前売チケット発売中

春季定例講座（4～9月）受講生募集
講座内容など詳細は下記問合先まで
募集期間：3/31（火）まで

加西市民会館友の会会員募集
個人会員 1,500 円
ファミリー、グループ会員 5,00 円
法人会員 10,000 円
特典：チケットや講座受講料の割
引、チケットの優先販売など

■児童手当2月期振込のお知らせ
　児童手当を受給されている方へ2月期の手当（平成
20年 10月～平成21年 1月分）を、2月10日（火）に
指定口座に振込みましたのでご確認ください。
問合先：こども未来課☎42 8726


