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地域・団体等でのクリスマス行事や
イベントに、心が和む場づくりとし
てサンタの衣装の貸出します。
貸出し期間：原則 5 日間以内
受付：平日 9:00 ～ 17:00（土日祝日
除く）※電話受付可
貸出し及び返却場所：加西市健康福
祉会館 2 棟 2 階　地域福祉推進室  
貸出し対象：加西市内在住又は在勤
の方で団体を優先（三世代ふれあ
い、いきいきサロン、地域団体等）
貸出し品：サンタの衣装　１セット
（上着・ズボン・ベルト・ひげ・プ
レゼントを入れる白い袋・メガネ・
帽子・クリスマスソングテープ）　
※ 7 セットは用意していますが、予
約多数の場合はお断りすることがあ
ります。
使用料：無料
問合先：加西市社会福祉協議会　地
域福祉推進室☎43 8133

サンタの衣装を貸出しします

宇仁駐在所を現在の場所で建て替え
するため、現在地より東南約 250m
に位置する民家を（仮）宇仁駐在所
として運用します。
期間は平成 21 年 10 月 20 日から平
成 22 年 3 月 3 日までの予定です。
問合先：加西警察署警備係
☎42 0110

宇仁駐在所の仮移転について

平成 21 年 11 月 15 日より平成 22
年 2 月 15 日までの間（シカについ
ては 3 月 15 日まで）、狩猟が解禁
となります。事故が起きないよう十
分注意して下さい。
■入山者の皆さんへ
・目立つ服装で入山して下さい。
（不要の入山はお控え下さい）
・休日はハンターが集中しますので
特に注意をして下さい。
■狩猟者の皆さんへ
・法令を遵守し、違反や事故のない
狩猟を行って下さい。
問合先：農政課☎42 8741

狩猟解禁に伴う事故防止
「守ろうよ　未来を見つめる　小さ
なひとみ」
児童虐待の件数は年々増加し、子ど
もの命が奪われる悲しい事件も後を
絶ちません。児童虐待問題は社会全
体で解決すべき重要な課題です。児
童虐待について認識を深めるため、
期間中、全国的に啓発活動（オレン
ジリボン・キャンペーン）が行われ
ます。
■オレンジリボン・キャンペーン 
in ひょうご
日時：11/23（月・祝）13:00 ～ 16:00
場所：明石公園（西芝生広場）
■児童虐待 緊急時の連絡先
児童虐待は早期発見が大切。「お
や？」と気になることがあれば、迷
わず連絡ください。
兵庫県中央こども家庭センター
☎ 078-923-9966
児童虐待 24 時間ホットライン
☎ 078-921-9119
問合先：こども未来課☎42 8726

11月は児童虐待防止推進月間

皆さん健康づくりに
取り組んでいます
か。健康だからでき
ること。献血もその
ひとつです。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・場所：12/11( 金 )
10:00 ～ 11:30　加西市消防本部
13:30 ～ 16:00　市立加西病院
※市立加西病院の受付場所は健康増
進センターとなっております。
問合先：国保健康課健康担当
☎42 8723

“献血” は身近にできるボラン
ティア

映画音楽あの時あの思い出・・・
愛の光幼稚園保護者会「愛の光コー
ラス」がマイフェアレディーやサウ
ンドオブミュージックなど映画音楽
をテーマにライブを行います。
フルートやホルンなどのゲスト演奏
もあります。
日時：11/29（日）19:00 ～
場所：アスティアかさい 3 階
問合先：愛の光幼稚園
☎48 2733

愛の光コーラス2009秋ライブ

各科・コースの農産物を販売しま
す。また、「加西ふれあい伝統芸能
フェスティバル」も同時開催。
日時：11/23（月・祝）9:30 ～ 13:30
場所：県立播磨農業高等学校
駐車場：学校敷地内（誘導に従って
下さい）
※直前にインフルエンザ感染等によ
り予防のため休校措置をとった場合
は中止となります。その場合は同校
ホームページでお知らせしますので
ご確認下さい。
問合先：県立播磨農業高等学校
☎42 1050

県立播磨農業高等学校
「農高祭」

郷土の無形文化財・播州歌舞伎の継
承に取組んでいる播磨農高郷土伝統
文化継承クラブと市内の伝統芸能と
の合同発表会です。秋の一日、地域
社会が育んできた伝統芸能をお楽し
みください。
日時：11/23（月・祝）10:00 ～ 12:30
場所：播磨農高内　歌舞伎棟
問合先：善防公民館☎48 2643

第17回ふれあい伝統芸能フェ
スティバル

きしだてんだいの「絵本パフォーマンス」
絵本＋オリジナル音楽＋αの全く新
しい絵本の世界。
日時：12/6（日）開演① 10:30、
開演② 14:00　上演時間 1 時間
場所：市民会館コミセン 2 階和室
参加協力費：500 円※会員は会員証
で入場できます
問合先：加西おやこ劇場
☎43 0830（火木金 10:00 ～ 15:00）

加西おやこ劇場
特別お楽しみ会

先の大戦で父等を亡くした戦没者の
遺児を対象として、旧戦域を訪れ、
慰霊追悼を行うとともに、同地域の
住民と友好親善をはかるため、参加
希望者の多い次の 5地域を追加事業
として実施する予定です。
実施事業・申込締切：
西部ニューギニア・12/15（火）
東部ニューギニア・12/20（日）
フィリピン・12/25（金）
ミャンマー・H22.1/25（月）
中国・H22.1/30（土）
費用：賛助金として一律 10 万円
※日程等詳細は下記まで。
問合先：㈶日本遺族会事業課事業係
☎ 03-3261-5521

平成21年度戦没者遺児による
慰霊友好親善事業参加者募集

期日：12/20（日）小雨決行
※雨天 12/23（水・祝）
場所：善防中学校
周辺コース（日本
陸連ハーフマラソ
ン公認コース）
参加資格：加西市
内に居住・勤務・通学しているもの
種目：
男子小1以下～ 60歳以上（1000m～
5000m）の 13部門
女子小1以下～ 25歳以上（1000m～
3000m）の 10部門
の男女別年齢別に計23部門
※詳細に関しては下記申込先にお問
合せ下さい。
日程：受付8:00 ～ 8:30
　　　開会式 8:30 ～ 8:45
　　　競技9:00 ～ 12:00
　　　閉会式12:30 ～
参加費：高校生以上1人400円
小・中学生1人300円
※当日受付時、納金
申込締切：12/4（金）必着
申込先：〒675-2303　加西市北条
町古坂882-14　加西市陸上競技協会  
植田正吾宛☎423253

第43回市民ロードレース大会

日時：11/21（土）10:00 ～ 11:30
場所：北条鉄道　長駅
講師：中村賢一さん（カラーコーディ
ネーター）
定員・参加費：10名・300円
申込先：長駅ボランティア駅長（村
上）☎090-7340-0888

北条鉄道駅中留学
パーソナルカラー講座

11 月 1 日より、太陽光発電の余剰
電力買取制度がスタートしました。
これは、太陽光発電で余った電力を
電力会社へ売ることができる制度
で、対象は住宅・非住宅を問いませ
ん。既に太陽光発電を設置済である
方も対象となり、買取期間は買取を
はじめた月から 10 年間です。
また、国が一般住宅への太陽光発電
の導入に対し、補助を実施していま
す。補助申請の受付は、太陽光発電
相談指導センターが行っていますの
で、お気軽にご相談下さい。
詳細は、買取制度ホームページ（経
済産業省）や、太陽光発電相談指導
センター（経済産業省）のホームペー
ジをご覧下さい。
問合先：環境創造課☎42 6620

太陽光発電の買取制度

9 月 25 日に同会議が市長に手渡され
た要望書には、下里・九会両地区の
各種団体役員 216 名の署名と、関係
住民 8,205 名（人口比率 65.1％）の
署名が添えられていました。

国道372号整備早期事業化
促進会議の要望書

日時：11/20（金） 8:30 ～ 19:00
　　　11/21（土）10:00 ～ 17:00
相談方法：電話相談のみ。無料。
相談電話番号：「女性人権ホットラ
イン」☎ 0570-070-810

女性の人権ホットライン強化週間

「身近な暴力を許さない社会の実現
を目指して」
加西市では、人々に勇気を与え、一
人ひとりが暴力の問題について認識
し、声を上げていけるよう次のフォー
ラムを開催します。むらさき色のリ
ボンを胸に、暴力や虐待の根絶を願
う人々のネットワークを創造します。
現在でも虐待や暴力の被害の増加は
深刻な社会問題となっています。
■「声をあげよう！暴力に NO」
日時：12/6（日）10:00 ～ 14:00
場所：アスティアかさい 3 階
■基調講演 10:00 ～ 10:40
■パネルディスカッション10:50 ～ 12:00
■北条高校家政科手作りゆかたショー
　＆リトミック12:00 ～ 13:00
■はりまストリングアンサンブル♪
　弦楽コンサート 13:00 ～ 14:00
■食事コーナーおにぎり・菓子パン等

パープルリボン・プロジェクト

■「パープルリボンキルト」作品募集
「暴力に NO」という気持ちをキル
トに込めた作品を募集します。
規定：パープルリボンを用いたデザ
インのパッチワーク、アップリケ、
刺繍など（サイズ 15cm × 15cm）
提出期限：11/24（火）まで
問合先：加西市男女共同参画セン
ター☎42 0105


