
自分自身が被害にあったり、大切な
家族を事故・事件で亡くしてしまっ
た。被害者や遺族の方の人に言えな
いつらく苦しい心の声を話してみま
せんか。さまざまな支援制度、情報
が知りたい等のご相談にも応じます。
■NPO法人ひょうご被害者支援センター
電話相談：078-367-7833
10:00～16:00　火水金土（祝日除く）
面接相談：
・弁護士による法律相談
毎月第2・4金曜日13:00 ～ 16:00

・臨床心理士による心理相談　随時
※相談料は無料。面接相談は電話相
談での事前予約が必要です。

ひとりで悩んでいませんか？
安心してご相談下さい

家族で蓮根掘りの体験をしてみませ
んか。個人でも可能です。大工町で
は昨年三世代交流活動で蓮根を植え
年末には蓮根掘りを実施。今年は町
外から参加者を募って掘って頂くこ
とにしました。希望の方は下記まで
申し込みください。
日時：2/27（土）、3/13（土）
10:00 ～ 12:00
場所：加西市大工町 383
参加費：1 人 100 円※善意の預託へ
申込先：大工町区長神田定秀
☎45 0515　℻45 0877

蓮根掘り一般募集
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くらし

現在、普通徴収（納付書または口座
振替）により介護保険料を納付され
ている方で、次に該当する方は、介
護保険料の特別徴収（年金からの天
引き）が、4 月支給の年金からスター
トします。該当者には、3 月上旬に
お知らせの文書を送付しますので、
ご確認ください。
■特別徴収に移行する方
平成 21年 4月から 9月の間に、次の
①から③のいずれかに該当すること
となった方で、年額 18万円以上の老
齢（退職）年金、障害年金、または
遺族年金を受給されている方です。
① 65 歳以上で、年金給付を新たに
受けることとなった方

②年金給付を受けている方で、65
歳になられた方

③市内に転入の届出を行った 65 歳
以上の方

問合先：長寿介護課☎42 8788

65歳以上の方の
介護保険料について

日程等：
■ 2/24（水）13:30 ～ 16:00
　場所：兵庫みらい農業協同組合本店
　主催：加西市
■ 2/27（土）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

ご家庭に残っ
ている「ごみ
有 料 シ ー ル
券」・「赤ちゃ
ん専用おむつ
シール券」の指定ごみ袋との交換は、
平成 22 年 3 月 30 日（火）をもって
終了させていただきます。まだ、ご
家庭に保管されている方は、加西市
クリーンセンター（中山町）内の資
源リサイクル課で指定ごみ袋（大）
と交換いたしますので、ご持参くだ
さい。
交換日時：月火木金（祝日除く）
8:30 ～ 12:00、13:00 ～ 16:30
問合先：資源リサイクル課
☎46 0401

ごみ有料シール券等と指定ご
み袋との交換は 3月末で終了

■みんなで遊ぼう
加西市立図書館より楽しい読み聞か
せ会があります。どんなお話かな？
バルーンあそびもあるよ。
日時：3/15（月）11:00 ～ 12:00
■ 3・4 歳児さんあつまれ！
日時：3/3（水）・30（火）
11:00 ～ 11:30
■わいわいひろば
双子ちゃん・三つ子ちゃんのお母さ
ん、妊婦さん一緒にお話しましょう
日時：3/23（火）10:30 ～ 11:30
■家庭教育講座⑤
「人間性が育つ親子のふれあい」
「しらさぎ家庭教育研究所」より講
師の方が来られます。託児あり。
日時：3/9（火）11:00 ～ 12:00
≪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：3/16（火）10:30 ～ 11:30

ねひめキッズからのお知らせ

開園日時：月～土 10:00 ～ 15:00 
登録、利用料は不要です。
問合先：ねひめキッズ☎42 5710

北播保護区保護司会主催により、家
庭環境問題・青少年問題に関わる犯
罪予防活動の一環として下記の通り
講演会を開催します。
日時：2/27（土）13:30 ～
会場：アスティアかさい 3階多目的
ホール
講師：柿谷正期さん（立正大学心理
学部教授）演題「選択理論を使った
非行・犯罪の予防」
問合先：市民相談室☎428739

講演会
「あれる子のこころをさぐる」

健康増進センターや地域に出て、健
康づくりのための運動指導を実施し
ていただける方を募集いたします。
募集条件：健康運動指導士または、
健康運動実践指導者の資格をお持ち
の方。年齢 60 歳未満
賃金単価：時間給 1,300 ～ 1,510 円
（実務経験年数による）
受付期間：3 月 1 日までに以下の書
類を持参または郵送
提出書類：①市販の履歴書　②資格
証の写し
面接日程：後日連絡します
申込先：総務課☎42 8702

臨時職員（運動指導員）募集

募　集

加西や近隣に住む
外国人と好きな食
べ物を持ち寄って
楽しい時間を過ご
しながら、生活習
慣や食べもの・考え方の違いなどを
面白おかしくおしゃべりするパー
ティーです。※ポットラックとは、
料理を持ち寄るという意味。
日時：2/21（日）11:30 ～ 14:30
場所：健康福祉会館 3階研修室 3・4
対象者：食べることとおしゃべりが
好きな方※子供だけの参加はご遠慮下さい
持ち物：お箸、お皿、コップ、1人一
品の食べ物※手作りでなくても構いません
申込先：MORE 地球家族（村上）
☎ 090-7340-0888

ポットラックパーティー

歩いても楽しい街道通りへ。地域住
民による町興しイベント開催。
■まちかどギャラリー
街道沿い民家の縁側や土間をギャラ
リーに、雛飾りや古道具など我が家
の自慢品を展示。
会期：3/3（水）～ 4/4（日）
場所：横尾歴史街道（北条町横尾西
端から東の地蔵さん辺りまで）
■まちかど 1日イベント
・横尾東公園でクイズや昔遊び等の
お楽しみ会（軽食や花等の販売あり）

・国登録文化財高井家見学会
日時：3/7（日）10:00 ～ 16:00
問合先：横尾歴史街道つどいの会
（水田）☎420057

まちかどイベント
「横尾歴史街道みてあるき」

児童手当を受給されている方の手当
（平成21年10月～平成22年1月分）
を、2 月 10 日（水）に指定口座に
振込みましたのでご確認ください。
問合先：こども未来課
☎42 8726

児童手当2月期振込のお知らせ

日時：3/20（土）13:30 開演
場所：福祉会館文化ホール
曲目：日本の名曲とミニミュージカ
ル「1/2 成人式」
問合先：さるびあっ子（前田）
☎42 0980

第28回加西児童合唱団
定期演奏会（入場無料）

ごみ有料シール券

２月中旬から市内全域に光ファイ
バー網を構築するためのルート（線
路）調査を開始します。調査業者は
㈱ケイ・オプティコムの工事会社で名
札を着用しています。民地内電柱に立
入る際は、ご協力お願いいたします。
問合先：情報政策課☎428703

光ファイバーのルート調査を
実施します

NPO の基礎講座や市内 NPO の活動
報告など多彩なイベントを開催しま
す。NPOブースも出現。各ブースを
まわってガラポン抽選券で素敵な景
品をゲットしよう。
日時：2/21（日）10:00 ～ 15:00
場所：アスティアかさい 3 階地域交
流センター
■ NPO の基礎 10:00 ～ 12:00
・基調講演「チャレンジしませんか
地域貢献」講師／特定非営利活動
法人コムサロン 21 理事長前川裕
司さん
■市内NPO法人の活動事例報告
　12:00 ～ 15:00
■その他、NPO 体験コーナー、多
　国籍フードコーナーなど
問合先：地域交流センター
☎42 0106

「かさいNPOフェスタ」の開催
「多文化」をテーマにした子育てひ
ろばがいっぱい。※参加費無料
日時：3/2（火）10:00 ～ 14:00
場所：アスティアかさい 3 階ねひめ
ホール
■ 6,000 個の積み木コーナー 10:00
～ 14:00 ／積み木いっぱいの自由に
遊べる創造空間
■乳幼児からのグローバルな環境づ
くり 11:00 ～ 12:00 ※要予約／外国
人の異文化子育てトークショー
■民族料理の大試食会／中南米料理
カウサを試食※数量限定
■おばちゃんカフェ／連合婦人会メ
ンバーによるカフェの登場※数量限定
協賛：加西市国際交流協会
主催及び問合先：自治参画課
☎42 8751

多文化交流で子育てしよう

広報かさい 1 月号 7 頁に掲載しまし
た日本年金機構加古川年金事務所の
問合先は、正しくは、「☎ 079-427-
4740」でした。お詫びして訂正します。

お詫びと訂正

加西市新婚世帯向け家賃補助制度は
平成22年3月31日をもって申し込み
の受付けを終了します。
対象は、平成19年4月1日以降に新
たに市内の民間賃貸住宅を契約され
継続してお住まいの結婚3年以内の
ご夫婦です。（その他所得要件等あ
り。詳しくはお問合せください。）
申込先：ふるさと営業課☎428715

お急ぎください！
新婚世帯向け家賃補助申し込み

全国各地の自治体先進事例を加西市
職員が研究発表します。どなたでも
参加できます。
日時：2/22（月）18:30 ～
場所：加西市役所 1 階多目的ホール
問合先：総務課☎42 8702

第1回先進地事例研究会


