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たばこの煙は、がんや循環器疾患、
呼吸器疾患への危険性を高め、周り
の人の健康にも影響を与えます。
公共施設、学校、公園、遊園地、飲
食店、宿泊施設等、多くの人が利用
する場所では禁煙を心がけ、「煙の
ないひょうご」の推進にご協力をお
願いします。
問合先：兵庫県健康増進課
☎ 078-341-7711

ひょうご禁煙ありがとう
キャンペーン

これから 5 年後、10 年後のことを
想像してみてください。あなたはど
のような自分でいたいでしょうか。
健康をつくり、守ることは充実した
人生設計を支える方法のひとつで
す。あなた自身の健康について考え
てみませんか。
・毎日歩こう　背筋を伸ばして　今
のあなたに　もう 1000 歩

問合先：国保健康課☎㊷ 8723

9/1 ～ 30 までの 1 か月間は
「健康増進普及月間」です

加古川のこれからの川づくりについ
て、河川管理者からの説明会です。
どなたでも参加することができます
ので、お気軽にお越しください。
日時・場所：
■ 10/17（土）10:00 ～ 12:00
　西脇市生涯学習まちづくりセンター
■ 10/17（土）15:00 ～ 17:00
　小野市商工会議所
■ 10/18（日）15:00 ～ 17:00
　加古川市立勤労会館
※ご都合のよい会場へご参加下さい。
主催：国土交通省近畿地方整備局姫
路河川国道事務所
※ 詳 細 に つ い い て は 主 催 者 ホ ー ム
ページをご覧下さい。
問合先：加古川流域住民説明会庶務
☎ 06-4964-2328

加古川のこれからの川づくり
に関する説明会

新築家屋などの固定資産税及び都市
計画税の評価額を決定するための
調査です。市の職員が調査に伺いま
す。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☎㊷ 8713

只今、家屋調査巡回中

10/11（日）～ 20（火）までの 10 日間、
「みんなでつくろう安心のまち」を
スローガンに「全国地域安全運動」
を展開。防犯意識を高めましょう。
問合先：加西警察署交通安全課
☎㊷ 0110

平成21年全国地域安全運動

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

血液は人工的に造るこ
とができません。輸血
医療には皆様の血液が
必要です。多くの方の
ご協力をお願いします。
※ご本人の確認のため、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：10/13（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：加西商工会議所女性会	青年部
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

司法書士による法律相談を受け付け
ます。ご利用下さい。
日時：10/17（土）13:00 ～ 16:00
場所：市民会館 2 階　視聴覚室
問合先：近畿司法書士会連合会
☎ 06-6941-1511

司法書士巡回無料法律相談会

東播都市計画区域マスタープラン等
の見直し案について説明会及び公聴
会を次のとおり開催します。なお、
これに先立ち、見直し案に対するパ
ブリックコメント、公述申出及び説
明会参加申込の受付を行います。
日時：11/4（水）13:30 ～
場所：加古川駅南まちづくりセン
ター加古川産業会館4階ホール
素案閲覧場所・期間：兵庫県都市計
画課、加西市都市計画課※県都市計画
課ホームページでも閲覧可　10/6 ～ 11/4
公述申出期間：10/6（火）～ 26（月）
問合先：兵庫県都市計画課
☎078-362-3578

東播都市計画区域マスタープ
ラン等に関する説明会及び公
聴会の開催

更正を目指す全国の受刑者が製作し
た刑務所作業製品の展示即売や日々
の活動のパネル展示など行います。
日時：10/17（土）、18（日）
10:00 ～ 16:00※最終日は 15:00 まで
場所：姫路少年刑務所構内
問合先：姫路少年刑務所
☎ 079-296-1020

第23回姫路矯正展

■文芸展
加西市盆栽展との合同開催
日時：10/15（木）～ 18（日）
10:00 ～ 17:00（最終日は 16:00）
場所：アスティアかさい 3 階
内容：俳句・短歌・川柳（一般の部・
ジュニアの部）の入賞作品、一行詩、
エッセイを展示
■いけばな展
日時：10/31（土）、11/1（日）
10:00 ～ 17:00（最終日は 16:00）
場所：市民会館 3 階　小ホール
内容：市内いけばな協会 8 流派出展
■茶席
日時：11/1（日）10:00 ～ 15:00
場所：市民会館 3 階　和室
内容：茶道協会によるお抹茶席（御
茶券	300 円）
■家族ふれあい芸能祭
日時：11/1（日）12:00 開演　
場所：市民会館　文化ホール
内容：芸能協会による民舞・詩舞道・
邦楽・腹話術・播州音頭・マジック・
カラオケ、キッズダンスグループ
A.D.S、北条校区園児による絵画展
■市民音楽祭
日時：11/3（火・祝）13:30 開演　
場所：市民会館　文化ホール　
内容：市内の音楽を愛好する個人・
ファミリー及び音楽団体が出演　
■囲碁大会
日時：11/3（火・祝）9:20 受付
場所：市民会館 3 階　和室
内 容：A 級（4 段以上）B 級（初段
～ 3 段）C 級（1 級以下）
■おやこ劇場
日時：11/15（日）13:30 ～ 15:00　
場所：アスティアかさい 3 階
内容：ミニげきじょう　パートⅤ
■美術公募展
日時：11/18（水）～ 22（日）
10:00 ～ 17:00（最終日は 16:00）
場所：市民会館ホワイエ　コミセン
内容：洋画・日本画・水墨画・版画・
書道・彫塑工芸・写真の入賞・入選
作品を展示

第43回 加西市文化祭

問合先：自己実現サポート課
☎㊷ 8775

日時：10/24（土）※雨天25（日）
8:30 ～ 12:00		
場所：加西工業団地周辺コース
チーム編成：加西市内に通学する小
学生で、学年別・男女別で編成する
（小学校区に限らずどんな所属団体
でも可）。5人で 1 チーム
区間・距離：1区間約1000m
　　　　　　2 ～ 5区約950m
※その他詳細は下記まで
締切：10/9（金）※参加費は無料
問合先：池田文胤　自宅☎㊹0355
宇仁小☎㊺0017

第17加西工業団地杯
少年少女駅伝カーニバル
参加者募集

会員の方が丹精込めて育てた作品を
是非ご鑑賞ください。今年は加西市
文芸展と合同で開催します。
日時：10/15（木）～ 18（日）
10:00 ～ 17:00※ 8 日は 16:00 まで
場所：アスティアかさい 3 階　交流
プラザ
問合先：中央公民館☎㊷ 2151

第43回加西市盆栽展

■かさい防災ネットに登録しよう！ ( http://bosai.net/  )
地震や台風等で市内に災害が起きた際に「かさい防災
ネット」のお知らせメールに登録していると、避難勧
告や避難所などの防災情報が携帯電話のメールへ自動
配信され、いち早く情報を得ることができます。
携帯電話を利用されている方は、上記アドレス、また
は右の QR コードから是非登録してご利用ください。

兵庫県最低賃金が平成 21 年 10 月
8 日に改正され、時間額 721 円（引
上げ額 9 円）になります。最低賃金
は、パートタイマー、アルバイト等
すべての労働者に適用されます。
繊維工業、靴下製造業外 8 件の特定
（産業別）最低賃金が適用される業
種については、当該最低賃金が例年
12 月 1 日に改正されます。
問合先：兵庫労働局労働基準部賃金
課☎ 078-367-9154

兵庫県最低賃金のお知らせ

問合先：自治参画課☎㊷ 8751
QR コード

全国一斉に秋季行政相談活動が実施
されます。そこで、次のとおり行政
相談委員による行政相談所を開設し
ます。
行政相談は、役所や
特殊法人の仕事に関
するみなさまからの
苦情やご意見等を受
付け、その解決を通
じて行政運営の改善
を図る制度です。
相談は無料で、秘密は固く守られま
すので、お気軽にご利用ください。
日時・場所：
各日とも 13:30 ～ 15:30
10/ 6（火）市民会館
10/ 9（金）南部公民館
10/16（金）北部公民館
相談担当者：行政相談委員（総務大
臣委嘱）藤原久司・井上嘉代子
問合先：市民相談室☎㊷ 8739

行政相談所の開設

中国人の方々に本場の餃子の作り方
を教えてもらおう！中国語の学習や
ゲームもあります。
日時：10/4（日）11:00 ～ 13:30
場所：市民会館　調理室
対象：小学生 40 名
参加費：1 人 300 円
申込先：MORE 地球家族（村上）
090-7340-0888

餃子交流会

9 月に入り、高温で雨量が少なく畦
焼きや草焼きによる火災が多く発生
しています。これから、農繁期に入
り乾燥機の使用や籾殻・藁の焼却等
からの火災が考えられます。火の取
扱いには十分注意してください。
全国統一標語
・消えるまで　ゆっくり火の元　に
らめっ子

問合先：加西市消防本部☎㊷ 0119

畦焼きからの火災が多発




