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石油給湯器等の対象製品（特定保守
製品）を購入した場合は、メーカー
に所有者登録することで、適切な時
期に点検通知が届く制度です。
※対象製品や制度の詳細については経
済産業省ホームページをご覧下さい。
問合先：近畿経済産業局製品安全室
06-6966-6098

長期使用製品安全点検制度
4月1日からスタート

みんなであそぼう !
善防公民館自主グループ「ゆうゆ
う」さんが来られ、一緒に遊びます。
お友達も誘って来てね。お楽しみに!
日時：3/13（金）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：3/2（月）・11（水）
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：3/17（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

おしゃべりママの会④
子育て中のお母さん、一緒にお話し
ませんか。市役所より相談員も来ま
す。気軽にどうぞ！
日時：3/6（金）
11:00 ～

入場無料！映画上映イベント、ねひ
め cue!・FILM の上映予定。

地域交流センター
映画上映イベントガイド

[FILM]
「俺たちに明日はない」
日時：2/26（木）10:00 ～
「エデンの東」
日時：3/8（日）10:00 ～
[cue ! ]　
「ライラの冒険　黄金の羅針盤」
日時：2/27（金）19:30 ～ 21:15
「雨に唄えば」
日時：3/13（金）20:00 ～ 21:45

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

加西市内では、自転車やオートバイ
などの乗り物盗被害、住宅や事務所
を狙った侵入犯罪被害が多数発生し
ています。
■ U 字ロック、チェーンロックの
　活用
■駐輪場に長期間放置しない
■出入り口には複数の施錠
■短時間の外出でも戸締りを確実に
　行う
などに注意して、被害に遭わないよ
うにしましょう。

問合先：加西警察署警務課
☎42 0110

加西警察署からのお知らせ

兵庫県警察
シンボルマスコット
まもりちゃん（左）
こうへいくん（右）

老後生活において、国民年金（基礎
年金）に最高 40 年加入した場合で
も、年間の月額は約 6 万 6 千円、夫
婦併せても約 13 万 2 千円です。一
方、老後に必要な生活費は、高齢者
夫婦の平均的支出で約 23 万円と言
われています。その不足分を補うの
に農業者年金がお役に立ちます。
■加入資格：国民年金の第１号被保
険者（農家や自営業者）で、年間 60
日以上農業に従事する60歳未満の人。
配偶者や後継者などの家族従事者も
加入できます。
■メリット：納付された保険料は、
全額社会保険料控除の対象となり、
支払われる年金も公的年金控除が適
用。途中での脱退も可能。脱退して
も納付された保険料は年金として受
け取れます。
問合先：農業委員会事務局
☎42 8782※詳しくはこちらまで

農業者年金に加入しませんか

My「はにわ」を玉丘史跡公園に展示
しませんか？

活動内容 参集日時 募集数

埴輪づくり

3/7（土）
9:00 ～ 15:00
※弁当、水
筒は各自で
用意してく
ださい。

30 名

焼成 3/23（月）
9:00 ～終日

自由
参加

参加費：１点につき 500円
募集対象：小学生以上（小学生低学
年は要保護者同伴）
場所：玉丘史跡公園「手づくり庵」
条件：古墳出土のはにわを模って作
ります。焼いたはにわは、公園に設
置または持帰り可。
焼成方法：平窯 
申込方法：電話・FAX・e-mail※先
着順
申込先：教育委員会市史・文化財室
☎427524　℻  431803
e-mail  shishi@city.kasai.hyogo.jp

第2回「埴輪づくり」
工人を募集！ 

平成 20 年中、市内で 5 名の方が交
通事故で亡くなられ、負傷者は 365
名、人身事故は 297 件にのぼって
おり、被害者はいずれも市内の高齢
者で、5 名中 4 名が 65 歳以上の高
齢者となっています。平成 19 年中
の死亡者 2 名、負傷者 357 名、人
身事故 277 件に比べ、死亡事故が
たいへん増加しています。また 2 月
にも死亡事故があり、昨年 11 月か
ら 4 ヶ月連続しての交通死亡事故が
発生しています。人の命を奪い、加
害者や被害者の生活を一変してしま
う悲惨な交通事故を無くすため、交
通ルールを守り次のことを心がけま
しょう。
■ドライバーの方は
○脇見や携帯電話をしながらの運転は
　絶対にやめましょう。
○シートベルトは命綱、運転するとき
　は必ずシートベルトをしましょう。
■歩行者や自転車の方は
○見通しの悪い場所、車のかげ、車の
　直前直後の横断等はやめましょう。
○夜間外出の際は、夜行タスキや反射
　材を身に着けましょう。
問合先：市民参画課☎42 8751

高齢者の死亡事故多発中

ホワイトデーに手作りのフラワーア
レンジメントを贈りませんか。
日時：3/11（水）19:00 ～ 20:00
場所：地域交流センター
対象：男女不問
材料費：1,000円
定員：10名
持参品：ハサミ、筆記用具
主催：kimama サークル
申込先：地域交流センター
（アスティアかさい３階）☎420106

心をこめて手作りの花を

地域交流センター登録団体カント
リーラビットの手作り雑貨展示
日時：3/7（土）　10:00 ～ 16:00
場所：地域交流センター交流プラザ
主催：カントリーラビット
問合先：地域交流センター
（アスティアかさい３階）☎420106

カントリーラビット
One Day Shop

ストリートダンスの無料レッスン。
日時：3/15（日） 9:30 ～ 12:20
場所：地域交流センター
対象：中学生以上
講師：TAICHI（MAESTRO）
申込先：地域交流センター
☎42 0106 ※ 2/20（金）9:00 から電
話予約開始

ストリートダンス
無料ワークショップ

北条鉄道の写真展及びＮゲージ走行
を行います。
日時：3/7（土）～ 8（日）
10:00 ～ 20:00※最終日は 19:00 まで
場所：イオン加西北条店
問合先：ステーションマスター法華
口駅長（上谷）☎ 090-1956-1810

北条鉄道　
Ｎゲージと写真展

点訳ボランティア養成講座で、視覚
障害者への理解を深めましょう。
日時・内容：５回コース
3/23（月）五十音の書き方
3/24（火）長音・促音・数字
3/25（水）拗音
3/26（木）簡単な文をうつ
3/27（金）マスあけ
1:30 ～ 15:30
場所：加西市健康福祉会館 1 階　ふ
れあいの間 3※ 26 日のみ研修室 5 
主催：加西点字教室
対象者：中学生以上※市内外不問
定員：10 名※先着順
参加費：無料
申込締切：3/16（月）
申込方法：電話申込可
問合先：加西市社会福祉協議会
☎43 8133 ℻  42 6658

点字講習会

日時：3/15（日）13:30 開演
場所：市民会館文化ホール
曲目：童謡メドレー、美しい日本の
四季、フォスター名曲集他
問合先：さるびあっ子（前田）
☎42 0980

第27回加西児童合唱団定期演
奏会（入場無料）

3B体操とは、ボール、ベル、ベルター
の用具を運動の補助として使用しな
がら、全ての動きを音楽に合わせて
集団で行う簡単な健康体操です。
日時：3/16（月）10:00 ～ 11:30
場所：地域交流センター
参加費：無料
定員：10名
申込：電話・FAX にて（住所・氏名）
申込先：男女共同参画センター
（アスティアかさい３階）☎420105
℻  420133

成人女性の３Ｂ体操

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの
スペシャルダイニングでのパーティー
と数々のアトラクションを楽しみなが
ら素敵な恋をみつけませんか。
日時：3/15（日）9:00 ～
参加資格：20 歳以上の男女（学生
不可。男性は市内在住または在勤）
参加費：男性 7,000 円女性 5,000 円
募集人数：男女各 20 名
締切：3/6（金）
主催：加西青年会議所
申込先：市役所地域産業課
☎42 8715　℻  43 1802　
E-mail：sangyo@city.kasai.lg.jp

出会いふれあい交流事業
ちょっとセレブなUSJ

■フラワ 2000-3号（旧三木鉄道車両）試乗会
昨年、北条鉄道が購入した旧三木鉄道車両。4/5( 日 ) の定
期運行の開始を前に、試乗会を開催します。
実施日時：3/29（日）北条町発 9:30・10:42 の 2 列車
募集人数：140 名※１列車 70 名（座席 50 名、立席 20 名）
応募資格：兵庫県在住者 (2 歳以上 )※参加費は無料
応募方法：①参加者全員の氏名・年齢（1枚で 2名まで）②代表者の住所・
電話番号・E-mail アドレス③希望時間を明記の上、往復はがきで北条鉄道へ
郵送。3/5（木）必着　※応募者多数の場合は、希望時間や座席・立席の振分
けを含め抽選により決定します。
申込先：〒 675-2312　加西市北条町北条 28-2　北条鉄道㈱　☎42 0036

旧三木鉄道車両


