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地域防災の担い手となるリーダーを
目指しましょう。
日程：10 月から平成 23 年 3 月のう
ち 12 日間（原則土曜日）
会場：兵庫県広域防災センターほか
対象者：県内在住、在勤。自主防災
組織のリーダー、防災ボランティ
ア、民間企業防災責任者など地域防
災の担い手やそれを目指す方
受講料：無料
申込期間：8/2（月）～ 9/10（金）
問合先：兵庫県広域防災センター防
災教育担当☎ 0794-87-2920

ひょうご防災リーダー講座

平成 22年度個人事業税第 1期分の納
期限は 8月 31日（火）です。忘れず
に納期内に納めましょう。納税は便
利な口座振替をご利用ください。
問合先：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　第1期分納期

認知症とうつを見分けるには？など
ご家族の皆さんが抱く悩みをわかり
やすく解説します。
日時：9/5（日）13:30 ～ 15:30
場所：円融会研修センター（北条町
北条 347-8）※無料駐車場有
講師：松本一生先生（松本診療所も
のわすれクリニック院長）
後援：加西市
問合先：円融会研修センター
☎42 0100

高齢者のこころと健康
うつ病公開講座

斎場での混雑を解消するため、8 月
1 日から火葬時間を変更しました。
新しい火葬時間は次の通りです。
11:00　14:00　14:30　15:00
※お願い：火葬時間の 10 分前には、
斎場に到着してください。副葬品は
入れないでください。
問合先：環境創造課☎42 6620

斎場火葬時間を変更します

9 月 15 日現在、満 88 歳と満 100 歳
の方に市民養老金を支給いたします。
支給対象者・支給額：
満 100 歳（明治 42 年 9 月 17 日～
明治 43 年 9 月 16 日）／ 10,000 円
満 88 歳（大正 10 年 9 月 17 日～
大正 11 年 9 月 16 日）／ 5,000 円
問合先：長寿介護課☎42 8728

長寿祝金を支給します

農地法の改正により従来、農業委員
会が行ってきた「農地パトロール」
が法定化されました。市内農地の遊
休化の実態を把握し、農地の有効利
用につなげるための調査です。
今年度は、8 月下旬から 9 月上旬に
農業委員会が地域を巡回し、遊休農
地の所在を調査します。
各農家のみなさんにおかれては、所
有・貸借されているすべての農地を
耕作または、良好な状態に保全管理
されるようお願いします。
問合先：農業委員会事務局☎42 8782

農地の利用状況調査を
実施します

平成 22 年度市県民税（普通徴収）
2 期、国民健康保険税（普通徴収）
2 期の納期限は 8 月 31 日（火）で
す。納期内完納にご協力をお願いし
ます。なお、納付書については、ハ
ガキ（3 つに折り畳んで圧着式）で
送付します。コンビニエンスストア
でも納付可能です。
問合先：税務課税制担当☎42 8712

納期内完納にご協力を

8 月は「夏期献血推進強調月間」。
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。
■市内献血のお知らせ
日時：8/28（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

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：8/20（金）13:30 ～
場所：市役所 1 階多目的ホール
問合先：教育委員会教育総務課
☎42 8770

加西市第8回定例教育委員会

日時：8/24（火）
13:30 ～ 16:00
場所：西脇ロイヤルホテル
（西脇市西脇 991 ☎ 0795-23-2000）
対象者：
・若年求職者（概ね 35 歳まで）
・平成 22 年 3 月新規学校卒業者の
未就職者

・平成 23 年 3 月新規学校卒業予定
者（大学・短大・高専・専修学校等）
参加企業：北播磨地域を中心に 30
社程度参加予定
問合先：西脇公共職業安定所
☎ 0795-22-3181

2010  JOB フェア in北播磨
（就職面接相談会）

一度保育所に出かけ
てみませんか？保育
所に来て親子みんな
で遊びましょう。
日時・場所：10:00 ～ 11:30
9/14（火）北条南保育所☎42 3162
9/27（月）別府幼児園　☎47 0601
対象：在宅で子育て中の保護者と子
ども
費用：傷害保険料として参加者一人
あたり 50 円
申込先：各保育所・幼児園へ申し込
み下さい。

保育所であそぼう !
参加者募集

「また明日  きっと歩こう  この道を」
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

高齢者・障害者の権利擁護に関する
法律相談を電話・FAX で無料でお受
けします。ご本人のみならず、ご家
族からでもお気軽ご相談ください。
相談電話・FAX 番号：
☎ 078-362-0074　℻ 078-362-0084
毎月第 3 火曜日 13:00 ～ 16:00

高齢者・障害者
権利擁護なんでも 110番

■平成22年度第2回危険物取扱者試験
試験日：10/24（日）
試験種類：①甲種　②乙種第１類～
第 6 類　③丙種
郵送申請：9/1（水）～ 13（月）
※最終日消印有効
電子申請：8/29（日 ) ～ 9/10（金 )
■平成22年度第 2回消防設備士試験
試験日：11/21（日）
試験種類：①甲種第１類～第 5 類　
②乙種第１類～第 7 類
郵送申請：9/30（木）～ 10/12（火）
※最終日消印有効
電子申請：9/27（月）～ 10/9（土）
※本年度から電子申請ができるよ
うになりました。電子申請方法、
願書受付など詳細は㈶消防試験研
究センター兵庫県支部ホームペー
ジで確認をお願いします。
問合先：消防本部予防課☎42 9119

危険物取扱者試験等のご案内

楽法寺（北条町横尾）で第 4 回秋彼
岸万灯会のイベント法要を開催。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：9/20（月）※雨天時 9/23（木）
場所：楽法寺（北条町横尾）
内容：16:00 ～万灯会子供縁日
　　　16:30 ～北条保育園児鼓笛演奏
　　　17:20 ～子供紙芝居
　　　17:45 ～山門ラストセレモ

ニーライブ
　　　18:30 ～秋彼岸万灯会法要
問合先：安永山楽法寺☎42 0293

安永山楽法寺の秋彼岸万灯会

利用者サービスの向上を図るため、
文化ホールの予約受付を次のとおり
変更します。
■市民会館「文化ホール」使用予約
の受付開始日について、使用日の属
する月の「6 ヵ月前」を「12 ヵ月前」
に変更
※市民会館の「他の施設」は従来どおり
適用開始日：10/1（金）
問合先：市民会館☎43 0160

市民会館文化ホールの使用予約

日時：8/28（土）9:00 ～ 11:30
受付 8:30 ～※雨天時 8/29（日）
場所：北条東小学校
参加資格：市内小学校
に在籍している 4 年生
以上の児童で、保護者
が認めた者
参加費：無料
持ち物：帽子、水筒、タオル（雨天
時は体育館シューズ）
主催：加西市陸上競技会
申込締切：8/21（土）必着
申込先：加西市陸上競技会事務局
（岡本昌文自宅）☎42 2184

小学生陸上競技教室

日時：9/6 ～ 11/29 毎週月曜日全 10
回 10:00 ～ 12:00
会場：加西勤労者体育センター
定員：約 30 名
参加費：1 人 300 円　
登録料：1 人 300 円（初回申込時の
み。前回参加者は不要）
申込方法：当日参加費を
そえて（随時参加も可）
持参物：ラケット、シュー
ズ、ゼッケン 1 枚（名前
記入）
主催：指定管理者㈱ホープ
問合先：加西勤労者体育センター
☎47 1420（水曜定休日）

卓球教室

中学生は小学生を、高校生は小中学
生を。行き詰ってる宿題、自由研究、
図画工作など地域のお兄ちゃん、お
姉ちゃんに助けてもらって夏休みの
宿題を楽しくやろう！※集中力がアッ
プする食材をつかった？お弁当つき
日時：8/21（土）9:00 ～ 16:00
場所：下若井公会堂
対象：小学生～高校生
申込先：コミュニティひろば
☎ 090-7968-0922
■やっつけ隊員募集
子ども達の宿題を助けてくれる中学
生、高校生のボランティアを募集。
半日でも可。高校生を助ける大学
生、一般の方のご参加もよろしくお
願いします。上記申込まで

地域のお兄ちゃん・お姉ちゃ
んに手伝ってもらって夏休み
の宿題をやっつけ隊

募　集

平成 23 年成人式の企画・運営を行
う新成人のスタッフを募集します。
対象：平成 2 年 4 月 2 日から平成 3
年 4 月 1 日までに生まれた方
募集締切：8/31（火）
申込先：自己実現サポート課
☎42 8775
■平成 23 年成人式
平成 23 年成人式は次の通りです。
開催日：H23.1/8（土）
場所：市民会館文化ホール

成人式を君たちの手で！
運営スタッフ募集


