
子育て中の保護者
の皆さん。ベビー
カーで北条のまち
なみを楽しく散策
してみませんか。
日時：5/29（土）10:30 ～ 12:00
集合：10:20 に大年神社（北条町北条）
※駐車場あり
定員：未就学の親子 20 組※小学生
の兄弟での参加も可
参加費：一組 100 円
持ち物：お茶・帽子等（終了後お弁
当を食べる場所あり。弁当持参可）
主催：まちの子育てひろば応援団・
NPO 法人 まちづくり北条
申込先：ファミリ－サポ－トクラブ
☎42 0111※予約が必要です

ベビ－カ－Deまちなみ散策

16 17

広告

くらし

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（火）～ 11（金）
土日除く
受付場所：農政課☎42 8741

農用地区域の除外申請を
受け付けます

兵庫県では、5 月を宅地防災月間と
して指定し、宅地の災害防止意識の
向上を図ることとしています。梅雨
の大雨は、がけ崩れや土砂流出等の
災害をもたらし、尊い生命や財産を
失う恐れがあります。災害を未然に
防止するため、宅地の点検をしま
しょう。
問合先：都市計画課☎42 8753

5月は宅地防災月間です

赤十字は、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。
あなたのその優しさを赤十字に。皆
様のご支援を心よりお待ちしていま
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 加西市第 5回定例教育委員会が下記

のとおり開催されます。会議は傍聴
も可能ですので、規則に基づいて傍
聴してください。
日時：5/28（金）13:30 ～
場所：健康福祉会館３階研修室
問合先：教育委員会教育総務課
☎42 8770

加西市第5回定例教育委員会

昭和 24 年 6 月 1 日に、人権擁護委
員法が施行され、法務省と人権擁護
委員連合会は、毎年 6 月 1 日を「人
権擁護委員の日」と定めています。
この日、国内一斉に人権相談所が開
設されます。「いじめ」や「差別」、「プ
ライバシーの侵害」など人権問題で
お悩みの方は、ご相談ください。相
談は無料で、秘密は厳守されます。
なお、加西市では、毎月（8 月と 1
月を除く）第 1 火曜日の午後に「特
設人権相談・行政相談」を設けてい
ますので、こちらもご利用ください。
■全国一斉特設人権相談
日時：6/1（火）
10:00 ～ 12:00、13:00 ～ 15:00
会場：加西市民会館（コミセン 1 階
会議室）、アスティアかさい 3 階地
域交流センター（午前中のみ）
問合先：ダイバーシティ推進課
☎42 8727

6月1日は「人権擁護委員の日」

近畿財務局神戸財務事務所では、多
額の借金を抱えお悩みの方に専門の
相談員がお話を伺い、解決法のアド
バイスとともに、必要に応じて弁護
士等の専門機関をご紹介しています。
借金の問題は、あなたの決意次第で
解決します。一人で悩まずにご相談
下さい。相談費用は無料です。
相談時間：月～金曜日（祝日除く）
9:00 ～ 17:00
相談窓口：神戸財務事務所
☎ 078-391-6948

多重債務でお悩みの方へ

■かしの木学園（公開講座）
一般の方も参加できます
・知っておきたい相続や後見制度の話
日時：6/8（火）10:00 ～ 11:30
場所：市民会館 3 階小ホール
申込先：中央公民館☎42 2151
・「渡る世間は鬼ばかり」に学ぶ隣の
ウチの相続・遺言・成年後見事情
日時：7/5（月）10:00 ～ 11:30
場所：南部公民館　２階研修室
申込先：南部公民館☎49 0041
・元気なうちに考えておこう、愛す
る家族へのメッセージ
日時：7/20　( 火 )　10:00 ～ 11:30
場所：善防公民館　2 階大研修室
申込先：善防公民館☎48 2643
・元気なときに考える、決める！
任意後見人制度と人生の整理術
日時：8/6（金）10:00 ～ 11:30
場所：北部公民館　視聴覚室
申込先：北部公民館☎45 0103
■転ばぬ先の杖講座
第 1 回 6/29（火）「まさか自分が　
知っておきたい成年後見制度と任意
後見制度」
第 2 回 7/27（火）「自分の思いを 相
続を争続にしない知恵」
第 3 回 8/24（火）「私が任意後見制
度を利用した理由と実体験」
時間：13:30 ～ 15:30
場所：市民会館 2 階視聴覚室
対象：概ね 50 歳以上の方
申込先：中央公民館☎42 2151

後見制度学習会
「相続を争続にしないために」

毎年好評のレトロな駅の中での英会
話レッスン。デビット・スミス先生
によるネイティブの英語が学べま
す。
この講座は北条鉄道の活性化を目的
として応援寄付を兼ねています。
開催日時：指定の土曜日
・初級クラス 19:00 ～ 20:00
・中級クラス 20:15 ～ 21:15
場所：北条鉄道長駅　駅舎内
対象：市内在住の大学生以上
定員：1 クラス 7 名まで
受講料：月 4 回 4,000 円（資料代等）
申込先：北条鉄道長駅ボランティア
駅長（村上）☎ 090-7340-0888

駅ナカ英会話2010　長駅

加西市の音楽文化に多大な貢献をさ
れた大野晴男さんの引退コンサート。
日時：5/23（日）開場13:00　開演
13:30 ～
会場：加西市民会館　文化ホール
入場：無料
問合先：コール・サルビア（宇仁）
☎450820

大野晴男先生米寿記念コン
サート　コール・サルビア＆
コール・ソレイユ

毎年恒例、真夏に行う雪合戦。今年は
ナイター試合も！※雨天決行
日時：7/24（土）14:00 ～ 21:00
　　　7/25（日） 9:00 ～ 11:30
会場：アクアス加西（西上野町）
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名以内（監督1名
含む）競技でコートに入れるのは 7名。
監督が競技者を兼ねる事は可
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
しくは商工会議所ホームページから）
問合先：加西商工会議所青年部
☎420416　℻431123

第5回真夏の雪合戦加西大会
参加チーム大募集

ぜんぼう保育所では「地域子育て支
援拠点事業」の指定を受け、体験保
育を実施します。
実施期間：6/1 ～ 28、7/5 ～ 30、
8/2 ～ 27、9/1 ～ 28、10/4 ～ 29、
11/1 ～ 26、12/1 ～ 28、1/4 ～ 31、
2/1 ～ 28※ 9 月は 2 歳児のみ募集
対象：在宅（保育園に入園していない）
の満 2 歳以上のお子様
体験期間：4 週間　土日祝は休み
募集人数：各1～2名2歳児のみ1名
2 歳児（H19.4/1 ～ H20.3/31 生まれ）
3 歳児（H18.4/1 ～ H19.3/31 生まれ）
4 歳児（H17.4/1 ～ H18.3/31 生まれ）
5 歳児（H16.4/1 ～ H17.3/31 生まれ）
保育時間：9:30 ～ 15:00（昼食とお
やつが付きます）
保育料金：8,000 円（8 月は 6,000 円）
※期間内の欠席日数に関係なく料金
は同じです。
申込先：ぜんぼう保育所☎48 3765

ぜんぼう体験保育参加者募集

日時：6/5 ～ H23.3/19　毎週土曜日
（約40回）19:00 ～ 21:00
場所：加西市健康福祉会館１階　ふ
れあいの間2・研修室2
会費：1,200円テキスト代のみ
定員：20名（高校生以上）
主催：加西聴覚障害者協会加西手話
サークル「どんぐり」
締切：5/31（月）
申込先：社会福祉課☎428725

平成22年度手話奉仕員養成講
座入門課程受講生募集

大学・短大・高専・
専修学校卒業予定者、
一般求職者が対象で
す。（参加無料）
■就職面接会
企業人事採用担当者と直接面接・相
談ができます。※当日は必ず履歴書
をご持参下さい。
日時：6/17（木）13:30 ～ 15:30
受付 13:00 ～※事前申し込み不要
場所：アスティアかさい 3 階
参加企業：10 社（予定）加西地区
で正社員採用予定がある企業
主催：加西市雇用開発福祉協議会
（商工会議所内）
問合先：加西商工会議所☎42 0416
■就職・雇用相談会
県の地域雇用相談員が就職・雇用等
全般について相談に応じます。
日時：6/17（木）13:00 ～ 16:00
※事前申し込み不要
場所：アスティアかさい 3 階　ワー
クルーム
問合先：ふるさと営業課☎42 8715

加西地区合同就職面接会と
就職・雇用相談会

消火器悪質販売業者に注意
加西市内で、一般住宅を訪れ「消火器が 5 年で爆発する」と言って、新
しい消火器を売りつけようとする事案が発生しました。
幸い未遂に終わりましたが、古い消火器を持ち帰ろうと
するなど不審な行動もありました。消火器に関する事で
訪れる業者にご注意ください。
もし、不審な業者が訪れた場合は、下記までご連絡をお
願いします。
問合先：消防本部予防課☎42 9119

塾の先生や教員経験者等の経験談か
ら、参加者の小中学生の保護者の皆
さんの疑問や悩みに答えします。
日時：5/29（土）13:30 ～ 15:00
場所：アスティアかさい 3階　地域
交流センター　多目的ホール
問合先：かさい元気アップ・プロジェ
クト（北川）☎090-8798-2748

北播磨県民局わくわく親ひろ
ば事業「成績がぐんぐん伸び
る家庭力って？！」


