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16 17

くらし

赤十字は、多くの苦しむ人々が笑顔
を取り戻せるように、国の内外で人
道的活動を展開しています。
赤十字の活動は、皆様からお寄せい
ただく寄付金等により支えられてい
ます。赤十字の活動にご理解いただ
き、活動資金へのご協力をお願いし
ます。
問合先：社会福祉課☎㊷ 8724

「あなたの思いを赤十字に」
5月は赤十字運動月間です

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：6/1（月）～ 12（金）
※土・日曜日除く
受付場所：市役所 4 階　農政課
☎㊷ 8741

農用地区域の除外申請を
受け付けます

社人権擁護委員協議会加西部会によ
る「人権擁護委員の日」特設人権相
談を次のとおり実施いたします。日
常生活の中でお困りの事案がありま
したらご相談ください。
日時・場所：6/2（火）
10:00 ～ 12:00 ／アスティアかさい
3 階地域交流センター会議室
10:00 ～ 12:00、13:00 ～ 15:00 ／市
民会館（コミセン）1 階会議室
問合先：人権推進課☎㊷ 8727

「人権擁護委員の日」
特設人権相談

当日面接を希望される方は、必ず履
歴書を持参してください。
対象：新卒及び一般求職者
日時：6/16（火）13:30 ～ 15:30
場所：アスティアかさい 3 階　交流
プラザ
問合先：加西市雇用開発福祉協議会
（加西商工会議所内）☎㊷ 0416

合同就職面接会
市内企業が求人

畑仕事の好きな人、クラフトが好き
な人、かわいい花が好きな人、お蕎
麦が大好きな人、いろんな事やって
みたい人集まれ！

活動内容 活動時期

栽培

種まき 6月

間引き 7月

摘心 7月

収穫 9～ 10 月

体験

綿繰り

6～ 12 月
糸つむぎ

手織り

作品展示

活動日：活動時期の土曜日か日曜日
の半日
場所：玉丘史跡公園　古代体験田・
手づくり庵
定員：30名（先着順）
参加費：通信費と体験活動で材料が
必要なときの材料費のみ 1,000円程
度を参加者が負担
申込方法：電話・FAX・e-mail
申込先：中央公民館☎㊷2151　　
ＦＡＸ㊸1453　chuo@city.kasai.hyogo.jp

綿つくり隊隊員募集

神戸出身の人気シ
ンガーソングライ
ター石田裕之さん
の北条鉄道車上コ
ンサート。子供も
高齢者も外国人も
障害を持つ人も誰
もが楽しめ心がふ
んわりと優しくな
る時間です。往復約 50 分の素敵な
時間を満喫して下さい。
日時：6/28（日）
北条町駅発粟生駅の往復
　第 1 便 14:42 発
　第 2 便 15:42 発
定員：各 56 名
参加費：大人 1,000 円
子供（4 才以上～小 6 まで）500 円
企画・実施：MORE 地球家族
申込先：北条鉄道☎㊷ 0036

心ふんわりエココンサート列車

いろんな国の人と、おむすびをに
ぎって、食べて、一緒に遊んで、交
流しよう。言葉あてクイズや交流
ゲームなど楽しみが盛りだくさん。
日時：5/31（日）11:00 ～ 14:30
場所：市民会館 2 階
対象：小学生※その家族も参加可
参加費：1 人 200 円当日受付で集金
持ち物：マイお茶、マイおはし
定員：30 名
申込先：MORE 地球家族代表村上
☎ 090-7340-0888

おむすび交流会
日本のおむすびが国を結ぶ

日時：6/16・23・30 日（火）
10:00 ～ 12:00
会場：勤労者体育センター
参加費：１回 200 円
申込方法：当日参加申込書に参加費
を添えて（随時参加もＯＫ）
主催：指定管理者　㈱ホープ
問合先：勤労者体育センター
☎㊼ 1420（水曜日休館）

バドミントン教室
（初級・中級・指導者向け上級）

市内には市が整備し管理している公
園がたくさんあります。公園の遊具
に異常を感じたり、壊れているとこ
ろを見つけた時は、下記までご連絡
下さい。
連絡先：都市計画課☎㊷ 8753
ＦＡＸ㊷ 1998　toshi@city.kasai.lg.jp

市内の公園遊具の不具合をご
連絡下さい

ラケットの握り方からレッスンしま
す。初めての方もぜひご参加ください。
日時：6/7( 日 )　9:30 受付
場所：青野運動公苑アオノテニスク
ラブ ( 油谷町 639-3）
定員：40 名 ( 先着順 )
資格：小学生以上経験不問
参加料：大人 3,000 円、小学生 1,000
円※昼食付
持ち物：運動できる服装。ラケット
の貸し出し有り。
申込先：加西市テニス協会（青野運
動公苑アオノテニスクラブ内）
☎㊺ 1845

加西市硬式テニス教室

市税滞納者から差押えた動産のインターネットオークションを 6/19（金）
～ 22（月）（参加申込：6/2 ～ 15）に行います。市ホームページより参加可
能です。また、動産下見会を次のとおり開催。あわせてご参加ください。
■動産下見会
日時・場所：6/5（金）10:00 ～ 15:00　加西市役所１階多目的ホール
問合先：収納課☎㊷ 8714

健康は、元気な体と心から、楽しい
仲間大募集！
■バウンドテニス教室
日時：6/3 ～ 7/1 毎週水曜日 5 回
20:00 ～ 22:00
会場：北条中学校体育館　
参加費：無料
申込先：福和☎ & ＦＡＸ㊷ 3492　
■ファミリーバトミントン教室
日時：6/5 ～ 6/19 毎週金曜日 3 回
20:00 ～ 21:30
会場：北条中学校体育館
参加費：無料
申込先：合田☎ & ＦＡＸ㊷ 8833

問合先：スポーツクラブ 21 事務局
☎ 090-8468-8024

スポーツクラブ 21北条・北条東
教室生募集

さわやかな初夏
のなか、市内栗
田郊外に広がる
高松山、里山ふ
れあいの森をボ
ランティアガイ
ドがご案内しま
す。コース内に
は熊野神社を起点とした遊歩道が作
られており、頂上からは、北条の町
が一望できます。
日時：6/27（土）9:00 集合～ 13:00
※少雨決行
集合：加西市観光案内所（北条町駅内）
参加費：300 円（保険料等）
申込先：加西市観光案内所
☎ & ＦＡＸ㊷ 8823

ふるさと再発見ハイキング
北条町・栗田の新展望台 高松山

今年は更に参加チーム数を増やしパ
ワーアップ。みんなで楽しもう。
日時：7/26（日）雨天決行
7:30 受付　8:30 開会式
会場：玉丘史跡公園
主催：加西商工会議所
募集チーム数：
ジュニアの部 12 チーム（小学生高
学年　男女混成チーム可）
一般の部 24 チーム（中学生以上　
男女混成チーム可）
※ 1 チーム 7 名以上 10 名以下（監督
1 名、競技者 9 名以内）但し、監督は
競技者を兼ねる事ができる。また、競
技でコートに入れるのは 7 名とする。
参加費：ジュニアの部 5,000 円
一般の部 10,000 円
申込：申込書別途あり（チラシ、も
しくはホームページからダウンロー
ドして下記まで返信下さい）
問合先：加西商工会議所青年部
☎㊷ 0416 ＦＡＸ㊸ 1123
kasaiyeg@kasaicci.or.jp
http://www.kasaicci.or.jp/yeg/

第4回真夏の雪合戦加西大会
参加チーム大募集

募　集

■不法投棄監視カメラを導入
加西市は、ごみの不法投棄対策として専用の監視
カメラ 1台を導入しました。
今後、加西警察署地域課及び生活安全課や各町の
区長とも協議するなどして、不法投棄が多発する
場所を聞き取りし、順次、設置・監視を行います。

監視カメラの概要：人感センサー等により反応、
監視データを記録。電源はソーラーバッテリーを
利用して、電源のない山中にも設置可能。夜間で
も鮮明に撮影できる。
問合先：資源リサイクル課☎㊻ 0401

富合地区の別府西町区長が 5月 1日
から変更になっています。
新区長：西面重一さん
問合先：自治参画課☎㊷ 8751

区長さんの変更

都市再生特別措置法第 46 条第 1 項
に基づき策定した都市再生整備計画
（北条・富田地区）の事後評価につ
いて、フォローアップを実施し、事
後評価の見直しを行いましたので、
都市計画課（5 階）で縦覧を行うと
ともに、市ホームページで公表いた
します。
縦覧期間：5/18（月）～ 1 年間
8:30～ 17:15（但し、土日祝日は除く）
問合先：都市計画課☎㊷ 8753

事後評価（北条・富田地区）及
びフォローアップ報告書の縦覧

導入した監視カメラ

石田裕之さん


