
血液は人工的に造ることができませ
ん。献血にご協力いただきますよう
お願いします。
※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。
■市内献血のご案内
日時：10/19（火）
10:00 ～ 12:30、13:40 ～ 16:00
場所：イオン加西北条ショッピングセン
ター
主催：加西商工会議所青年部・婦人会
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

平成 22 年 9 月～ 11 月にかけて、
全国道路・街路交通情勢調査「道路
交通センサス」の一環として全国の
自動車をお持ちの方の中から無作為
に抽出された方のご家庭に、調査員
が訪問し自動車の利用状況等のアン
ケート調査を実施しております。ご
協力をお願いします。
問合先：国土交通省兵庫国道事務所
調査課☎ 078-334-1600
http://www.mlit.go.jp/road/h22census/

道路交通センサスのお知らせ
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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：11/15（月）～ 29（月）
※土日祝日除く
受付場所：市役所 4 階　農政課
問合先：農政課☎42 8741

農用地区域の除外申請を受け
付けます

日時：10/24（日）9:00 ～ 11:00（小
雨開催）※集合場所は五百羅漢
清掃場所：五百羅漢から中国自動車
道側道沿い
対象者：市内外を問わず参加できる
方（ただし、小学生以下は保護者同伴）
駐車場：北条幼稚園西側、北条小学
校西側
申込：当日、現地で受付
問合先：加西市社会福祉協議会
☎43 8133

クリーンキャンペーン

10 月 9 日から、アスティアかさい 3
階地域交流センター OA ルームに多
文化共生ルーム「KOKUSAI-AVENUE
グローバルフレンズ」がオープンし
ました。在住外国人も市民の方も、
多文化に触れることのできる場所と
して、ぜひご利用ください。
問合先：自治参画課☎42 8706

多文化共生ルーム開設

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：10/19（火）10:00 ～
場所：市役所 1 階多目的ホール
問合先：教育総務課☎42 8770

加西市第10回定例教育委員会

平成 22 年 10 ～ 11 月に近畿 2 府 4
県にお住まいの方を対象とした近畿
圏交通実態調査を実施します。無作
為に抽出したご家族へ、郵送により
調査票を配布します。ぜひご協力く
ださい。なお、郵送調査の対象者以
外の方もインターネットでの回答が
可能です。https://kinki-pt.jp
問合先：兵庫県県土整備部まちづく
り局都市計画課 078-341-7711

近畿圏交通実態調査にご協力を

悩んでおられる方は、1 度相談して
みませんか。
日時・内容：13:30 ～
こころのケア相談 10/18（月）、
11/15（月）、12/27（月）
アルコール問題相談 H23.1/12（水）
思春期・ひきこもり相談 11/22（月）
場所：加東健康福祉事務所
申込先：加東健康福祉事務所地域保
健課☎ 0795-42-5111

こころの専門相談

夫・パートナーからの暴
力やセクシャルハラス
メント等、女性をめぐる
様々な人権問題につい
て電話相談に応じます。
電話相談番号：「女性の人権ホット
ライン」0570-070-810（全国共通
ナビダイヤル）
日時：11/15（月）～ 19（金）
　　　8:30 ～ 19:00
　　　11/20（土）・21（日）
　　　10:00 ～ 17:00
担当者：人権擁護委員、法務局職員
相談方法：電話相談のみ。無料
問合先：神戸地方法務局人権擁護課
078-392-1821

全国一斉「女性の人権ホット
ライン」強化週間

「声をあげよう！暴力に NO」
配偶者などの家族から受ける家庭内
暴力「DV」の問題について認識し、
むらさき色のリボンを身に着けた
り、身の周りに置くなど、一人ひと
りが生活の中で取り組むことができ
る身近なプロジェクトです。
■ DV について知ることが、DV を
なくすことへの第一歩
専門家を招いて 3つのワークショッ
プを開催します。※要予約（定員あり）
日時：11/14（日）10:00 ～
場所：アスティアかさい 3 階
3 つのワークショップ：
①「DVってなに？」（13:00～会議室）
②「深めよう！親子のふれあい
　　～ベビーマッサージレッスン～」
（10:00 ～ライトスポーツスタジオ）
③「" 自分らしく ” 生きる」
　　（13:00 ～交流室）
※②のみ参加費 500 円（材料費等）
※その他、紫色の食材を使った軽食
ブース（10:00 ～ 15:00）も設置
問合先：加西市男女共同参画セン
ター☎42 0105

パープルリボン・プロジェクト

平成22年度市県民税（普通徴収）3期、
国民健康保険税（普通徴収）4期の
納期限は 11 月 1日（月）です。
問合先：税務課税制担当☎42 8712

納期内完納にご協力を

一度保育所に出かけてみませんか？
日時・場所：10:00 ～ 11:30
11/ 9（火）北条南保育所☎42 3162
11/ 9（火）泉第一保育所☎44 1968
11/ 9（火）別府幼児園　☎47 0601
11/17（水）九会保育園　☎49 0142
対象：在宅育児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：各保育所へお申し込み下さい

保育所であそぼう !
参加者募集

兵庫県最低賃金が平成 22 年 10 月
17 日に改正され、時間額 734 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。なお、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：兵庫県労働局労働基準部賃
金課☎ 078-367-9154

兵庫県最低賃金の改正（734円）

労働相談、解雇、サービス残業や年
金相談、年金定期便・特別便などに
ついての無料相談会を開催します。
日時：11/3（水・祝）10:00 ～ 16:00
場所：アスティアかさい 1 階
主催：兵庫県社会保険労務士会西脇支部
問合先：安藤社会保険労務士事務所
☎49 0926

社会保険労務士による
労働問題・年金相談会

障害を持ちながら就労や社会参加を目
指して精力的な活動をしている方々
がまごころを込めて作ったパンやクッ
キーなどを市役所で販売します。
日時：10/22（金）11:00 ～ 14:00
場所：市役所 1 階市民ホール
販売品目：パン、クッキー、パウン
ドケーキ、手芸品、工芸品など
問合先：社会福祉課☎42 8725

市役所で障害者授産製品
バザー開催

日時：11/3（水・祝）9:00 ～ 12:00
場所：アスティアかさい 3 階地域交
流センター
相談内容：家計の見直し（クレジッ
ト、借金、住宅ローン、保険）
問合先：NPO 法人消費者 Life 支援
事務局☎ 079-441-9902
フリーダイヤル☎ 0120-449-902
※電話での事前予約が必要です。

無料！借金相談
1人で悩まず、まず相談

■いけばな展
日時：10/30（土）・31（日）
10:00 ～ 17:00（最終日は 16:00）
場所：市民会館 2 階ぎゃらりい
内容：市内いけばな協会8流派が出展
■茶席
日時：10/31（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：10/31（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・マジック・カラオケ、
キッズダンスグループ A.D.S 
■市民音楽祭
日時：11/3（水・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（水・祝）　10:00 開始
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）
■文芸展
日時：11/3（水・祝）～ 7（日）
10:00 ～ 17:00（最終日は 16:00）
場所：アスティアかさい3階交流プラザ
内容：俳句・短歌・川柳（一般の部・
ジュニアの部）各部門の入賞作品、
一行詩、エッセイを展示
■おやこ劇場
日時：11/14（日）　13:30 開演　
場所：アスティアかさい 3 階多目的
ホール
内容：ミニげきじょう　パート７
■美術公募展
日時：11/19（金）～ 23（火・祝）
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　各部門の入
賞・入選作品を展示

問合先：自己実現サポート課
☎42 8775

第44回加西市文化祭
平成 23 年の成人式は、次の日程で
行います。
開催日時：平成 23 年 1 月 8 日（土）
受付 12:30、式典 13:00
場所：加西市民会館文化ホール
※市外へ転出された方でも出席でき
ます。ご家族も会場へ入れます。
問合先：自己実現サポート課
☎42 8775

平成23年加西市成人式

ドングリ類の凶作など山林のエサ不
足から、クマ、イノシシ、サルなど
野生動物の人里への出没が増えてい
ます。生ゴミ等の放置やエサやりの
禁止などを徹底しましょう。
問合先：農政課☎42 8741

野生動物の出没に関する
警報の発令

集められた募金は、地域福祉の推進に
活用させていただきます。今年も皆さ
まの温かいご支援をお願いします。
問合先：加西市共同募金委員会（加
西市社会福祉協議会）☎43 1281

赤い羽根共同募金運動
にご協力を


