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募　集

眠れない、イライラする、不安が強
い、アルコール問題、ひきこもり問
題、こころの病気、高齢者の心の問
題など、専門医と保健師がお話しを
伺います。
日時：10/9（金）13:30 ～（予約制）
場所：健康福祉会館 1 階　ふれあい
の間 3
医師：大村病院　高橋典子さん
申込先：加東健康福祉事務所地域保
健課☎ 0795-42-5111

こころのケア相談

9/15 現在、満 100歳と満 88歳の方に
長寿のお祝いとして市民養老金を支
給いたします。
支給対象者と支給額
満100歳：10,000円
（明治 41 年 9 月 17 日～明治 42 年 9
月 16日生）
満88歳：5,000円
（大正 9年 9月 17日～大正 10年 9月
16日生）
問合先：長寿介護課☎428728

長寿祝金の支給について

個人事業税は、所得税、住民税とは
別に個人で事業を行う方にかかる税
です。第1期分の納期限は、8/31（月）
です。最寄りの銀行・郵便局等の金
融機関で納めましょう。
また、納税には便利な口座振替制度
もぜひご利用ください。
問合先：兵庫県北播磨県民局加東県
税事務所課税第 1 課
☎ 0795-42-9339

個人事業税の納税について

税関では、お預かりしている次の通
貨及び証券等をお返ししています。
・終戦後、外地から引き揚げてこら
れた方々が、上陸地の税関、海運
局に預けられた通貨及び紙幣。

・外地の集結地において、総領事館
等に預けられた証券等のうち、日
本に送還されたもの。
返還のお申し出は、ご本人だけでな
く、ご家族の方々でも結構です。
問合先：姫路税関支署管理課
☎ 079-235-4571

終戦当時引揚者の皆様へ

日時：8/20（木）13:30 ～ 16:00
場所：小野市伝統産業会館
対象：㍻ 22 年 3 月新規学校卒業予
定者（大学・短大・高専・専修学校
等）、若年求職者（概ね 35 歳まで）
参加企業：北播磨地域を中心に 50
社程度参加予定
問合先：西脇公共職業安定所
☎ 0795-22-3181

JOB フェア（就職面接会）
のお知らせ

8 月は「夏期献血推
進強調月間」です。
夏期は献血者が減少
する季節です。輸血
医療にかかせない血
液を患者さんにお届
けするため、多くの
皆様のご協力をお願
いします。
※ご本人確認のため、運転免許証など
の提示をお願いすることがあります。
日時：8/22（土）、9/1（火）
10:00 ～ 11:45　13:00 ～ 16:00
場所：イオン加西北条ショッピング
センター
主催：加西ライオンズクラブ
加西北条ライオンズクラブ
問合先：国保健康課☎42 8723

“献血” は
身近にできるボランティア

国体出場選手等による講話や陸上競
技の基礎・基本練習の指導・模範演
技を行います。
日時：9/22（火・祝）8:30 ～ 12:00
場所：市立北条東小学校※雨天の場
合は、北条東小学校体育館で行います。
持ち物：帽子、水筒、タオル（雨天
時は体育館シューズ）
参加資格：市内の小学校に在籍して
いる 4 年生以上の児童で、保護者が
参加を認めた者
参加費：無料
申込方法：規定の申込書に必要事項
を記入の上、〒 675-2312 加西市北
条町北条 1239-3 岡本昌文まで
受付締切：9/15（火）※保険をかけ
る都合上、厳守してください。
主催：加西市陸上競技協会
問合先：市立北条東小学校（教諭：
岡本昌文）☎42 5052

国体出場選手等による少年少
女スポーツ教室（陸上競技）

日時：9/3、9/10、9/17、9/24、10/1、
10/8（毎週木曜日）
10:30 ～ 15:30　6回 12時間
場所：社納税協会2階会議室
講師：井上健二税理士
定員：24人（先着順）
受講料：社納税協会会員無料、非会
員3,000円（テキスト代含む）
締切：8/24（月）
申込先：社納税協会☎0795-42-0360

簿記教室開催のご案内

楽法寺本堂内に約500個の献灯、境
内には約300個の大小の行灯が彩り
ます。
日時：9/21（月）雨天の場合9/23（水）
場所：楽法寺（北条町横尾）
内容：16:00 ～万灯会縁日
　　　17:00 ～琴の演奏会
　　　18:00 ～谷五郎のトークショ
　　　 ー & スペシャルライブ
　　　18:45 ～秋彼岸万灯会法要
問合先：安永山楽法寺☎420293

安永山楽法寺の秋彼岸万灯会

市内での交通事故が多発していま
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。
・よく見ましょう
車は遠くに見えても直ぐに近づき
ます。

・よく見られましょう
車の運転は、周りの状況がよく見
えていません。夜間は『光り物』
を身につけましょう。

・思い込みはやめましょう
自宅近くで事故に遭うケースが過
半数。いつもは安全な道路でも、
急に車が通ります。
問合先：加西警察署交通課
☎42 0110

高齢者の交通事故が増加中

部門：洋画、日本画、水墨画、
版画、書道、彫塑・工芸、写真
応募資格：15 歳以上、ただし中学
生は除く
出品点数：1 部門につき 2 点以内
出品料：無料
作品受付日：10/25（日）
10:00 ～ 16:00
受付場所：加西市民会館
表彰：市長賞／副賞 8 万円
　　　議長賞／副賞 2 万円
　　　教育委員会賞／副賞 1 万円
※上記の3賞は、原則として各部門1点
　　　文化連盟会長賞／副賞 記念品
　　　美術家協会長賞／副賞 記念品
　　　奨励賞／副賞 記念品
展覧会：11/18（水）～ 22（日）
展覧会場所：
加西市民会館ホワ
イエ、コミセン
※募集要項の必要
な方は、下記まで
申込先：教育委員会自己実現サポー
ト課☎42 8775

第43回 加西市美術公募展
作品募集

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。
受付期間：9/1（火）～ 10（木）
提出場所：市役所 2 階財務部財政課
※申請様式や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。
提出方法：持参のみ※ 9/10 期限厳守
問合先：財政課☎42 8704

入札参加資格審査申請書の
補充受付について

毎年 9/9 を「救急の日」とし、この
日を含む 1 週間 9/6（日）～ 12（土）
を「救急医療週間」と定め、救急業
務の普及啓発運動が全国的に実施さ
れます。
加西市消防本部では、毎月第 4 日曜
日（9:00 ～正午）に「ハート to ハー
ト講習会」を開催しています。お気
軽にお問い合わせください。
問合先：消防本部救急指導課
☎42 0119

9月9日は「救急の日」

より良い男女共
同参画センターに
するために、セン
ターの事業のあり
方を一緒に考えて
いただける方を募集します。
募集人数：6 名
対象：趣味、専門分野を生かして、
市主催の男女共同参画事業に協力い
ただける方。
特に、子育て中のお父さん、お母さ
ん歓迎。（託児あり）
申込期限：9/30（水）
問合先：男女共同参画センター
☎42 0105　℻42 0133

加西市男女共同参画推進
サポーター募集

8 月 7 日現在の糀屋ダム貯水率等は
以下の通りです。
供給量は十分にありますが、万一に
備えて水管理には十分気を付けてく
ださい。
貯水率：93％
貯水量：12,529 千㎥
（総貯水量 13,500 千㎥）
問合先：加古川西部土地改良区
☎49 0915

糀屋ダム貯水情報

1 万球のイルミネーションが夕暮れ
の花園を彩ります。
日時：9/6（日）までの金・土・日
のみ営業します。17:30 ～ 20:00
場所：県立フラワーセンター四季の
花壇
※期間中夜間の駐車料・入園料は無
料です。
■期間中イベント本場徳島阿波踊り
本場徳島からやってきた阿波踊り連
と地元 2 連が噴水前で競演。一般参
加コーナーもあります。
日時：8/23（日）17:30 ～ 18:30
問合先：県立フラワーセンター
☎47 1182

花と光のファンタジー
サマーイルミネーション

見かけは科学的でも、実は根拠のな
い「ニセ科学」な商品が出回ってい
ます。見極めるノウハウを学びます。
日時：8/20（木 )13:30 ～ 15:30
会場：兵庫県加古川総合庁舎 1 階
東播磨生活創造センター講座研修室
申込方法：電話か FAX で住所・氏
名・電話番号をお申出下さい。
申込先：兵庫県東播磨生活科学センター
☎ 079-421-0993　℻ 079-424-0853

東播磨消費者セミナー
ニセ科学に気をつけよう

8 月は「道路ふれあい月間」です。
道路はみんなのものです。ルールを
守って広く・正しく
使いましょう。ゴミ、
空き缶のポイ捨て、
無断の貼り紙、はみ
出し看板の設置はや
めましょう。
問合先：施設管理課☎42 8750

道路ふれあい月間


