
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。
※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・場所：12/16（木）
10:00 ～ 11:30 加西市消防本部
14:30 ～ 16:00 市立加西病院※受付
場所は健康増進センター
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
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H23.1/22（土）に、市健康福祉会館で
古本市を開催します。ご自宅で読み終
えた本などの提供をお願いします。
受付期間：H23.1/7（金）まで
9:00 ～ 17:00受付（土日・祝日と
12/28～ 1/3は除く）但し、12/18（土）
9:00 ～正午は受付あり
受付場所：健康福祉会館
提供物：ビデオ、DVD、CD、ゲー
ムソフト、文庫本、新書、単行本、
コミックマンガ、絵本、専門書、全
集など（雑誌、週刊誌、教科書、名
前を書いた物、落書きのある物、汚
損のひどい物はご遠慮ください。）
問合先：ボランティアのつどい実行
委員会 ☎438133 　℻426658

古本市への提供
ご協力お願いします

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
てサンタの衣装を貸し出します。
貸出期間：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
貸出及び返却場所：健康福祉会館
貸出対象：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
域福祉課☎43 8133　℻42 6658

サンタの衣装を貸し出します

精神障害者が地域で暮らしやすい社
会を目指して、当事者の自立や社会
復帰に必要な家族、支援者などの役
割について学び、精神障害者への正
しい理解を深めましょう。
日時：12/16（木）13:30 ～ 15:40
場所：三木市教育センター（三木市
福井 1933-12 ☎ 0794-83-2020）
内容：フォーラム「病とのつき合い
方、生き方～当事者の体験から学ぶ」
費用：無料・申し込み不要
問合先：ほのぼの会（やすらぎ工房
内）☎ 0794-85-9990

北播・丹波地区
精神保健福祉研修会地域の聴覚障害者や

その家族、関係者か
らの結婚、育児、職業、
教育等さまざまなご
相談にお応えします。
相談員は聴覚障害者当事者ですが、
聞こえる方のご相談もお伺いしま
す。手話通訳あり。
日時：12/21（火）10:00 ～ 16:00
場所：加西市役所１階多目的ホール
費用：無料・申し込み不要
問合先：社会福祉課障害者支援担当
☎42 8725　℻43 1801

ろうあ者悩みの相談室

システム機器等の全面入替え作業に
伴い、「電子申告」などの eLTAX に
関する全てのサービスを一時停止し
ます。
サービス停止期間：
11/18（木）～ 25（木）
問合先：eLTAX サポートデスク
☎ 0570-081459

電子申告（eLTAX）のサービス
一時停止

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：11/25（木）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11回定例教育委員会

飼い犬は狂犬病予防法に基づき、市
への登録と年 1回の狂犬病予防注射
の接種が義務づけられています。
平成 22 年 3 月以降で、予防注射が
まだの飼い犬は、至急動物病院での
接種をお願いします。
問合先：環境創造課☎42 6620

狂犬病予防注射は
お済みですか？

未就園児の親子（1 ～ 4 才児）を対
象に園庭開放を開催。
日時：11/25（木）10:00 ～ 11:30
場所：市立宇仁幼児園　園庭　他
持ち物：水筒 ･ 帽子・お手拭・着替
えなどをご持参ください。保険代 1
人 50 円を当日集金。
申込締切：11/22（月）まで
申込先：宇仁幼児園☎45 1524

第4回うにっこランド

日時：12/14（火）10:00 ～ 11:30
場所：北条南保育所
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：北条南保育所☎42 3162

保育所であそぼう !参加者募集

平成 22 年度町ぐるみ健診
において歯周疾患検診を実
施したところ 20 ～ 80 歳
代の 265 名が受診、内 188
名の方が要治療と判定されました。
治療が必要な内訳は歯周病 38.9％、
歯石 36.2％、むし歯 27.9％でした。
歯周病は高血圧や糖尿病と同じよう
に食生活やストレスなど毎日の生活
習慣の影響を受ける生活習慣病で
す。健康な口を保つためにも歯磨
き・よく噛む習慣、そして年に 1 度
は歯科健診も受けましょう。
問合先：国保健康課☎42 8723

歯周病は生活習慣病

薬物の乱用は、あなたとあなたの周
りの社会をダメにします。覚せい
剤・麻薬・大麻などの薬物乱用の恐
ろしさを理解し、みんなで乱用を防
止しましょう。
■相談窓口機関一覧表
　兵庫県薬務課☎ 078-362-3270
　兵庫県立精神保健福祉センター
　☎ 078-252-4980
　神戸市こころの健康センター
　☎ 078-672-6500
　加東健康福祉事務所
　☎ 0795-42-5111

麻薬・覚せい剤乱用防止運動
10月1日～ 11月30日

平成 22 年度国民健康保険税（普通
徴収）5期の納期限は 11月30日（火）
です。
問合先：税務課税制担当☎42 8712

納期内完納にご協力を

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：11/26（金）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：11 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：11/26（金）13:00 ～ 16:00
※事前申し込み不要
場所：アスティアかさい 3 階集会室
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

障害がある人もない人も暮らしやす
いまちについて考えましょう。
日時：12/11（土）13:30 ～ 15:00、
開場 13:00
場所：健康福祉会館 2階研修室 1・2
講師：玉木幸則さん（自立生活セン
ター・メインストリーム協会副代表）
参加費：無料
※手話通訳・要約筆記・託児（先着 5
名まで）あり。当日参加も可能
申込先：加西市障害者（児）相談支
援センターやすらぎ☎42 6708

講演会「障害がある方の
地域生活を考える」

1970 年代から 1980 年代にかけて、
多くの日本人が不自然な形で姿を消
しましたが、これらの事件の多く
は、北朝鮮による疑いが持たれてい
ます。拉致問題の早期解決は、加西
市民の心からの願いです。
問合先：ダイバーシティ推進課
☎42 8727

北朝鮮人権侵害問題啓発週間
12月10日～ 16日

相続、贈与等により取得した生命保
険契約や損害保険契約等に係る所得
税の取扱いを改めることとしました。
この変更により、所得税の還付を受
けることができる場合があります。
詳しくは、国税庁ホームページか、
下記までお問い合わせください。
問合先：社税務署☎ 0795-42-0223

税務署からのお知らせ

シベリア戦後強制抑留者に対する特
別給付金の請求受付が、10月25日（月）
から始まりました。
受付期間：平成24年 3月 31日まで
対象は戦後強制抑留者で平成 22年 6
月 16日に日本国籍を有するご存命の
方です。当基金から請求書類をお送
りしますが、まだ、お手元に届いて
いない方は、下記までお電話下さい。
問合先：独立行政法人平和祈念事業
特別基金事業部特別給付金担当
☎ 0570-059-204（ナビダイヤル）
受付：平日 9:00 ～ 18:00

戦後強制抑留者の皆様へ

12月4日から10日までの１週間は「人
権週間」。神戸地方法務局社支局と社人
権擁護委員協議会加西部会は、次の通
り特設人権相談を開設します。人権問
題（差別的取扱い・いやがらせ・いじ
めなど）でお悩みの方は、お気軽にご
相談下さい。無料・秘密厳守。
日時・場所：12/7（火）
10:00 ～ 12:00 アスティアかさい 3階 
 会議室
10:00 ～ 15:00 市民会館コミセン 1階
問合先：ダイバーシティ推進課
☎42 8727

第62回人権週間
特設人権相談を開設

11月 15日から平成23年 2月 15日ま
での間（シカ・イノシシについては平
成23年 3月 15日まで延長）、狩猟が
解禁となります。狩猟は、個人的な趣
味として楽しむことのほか、鳥獣の個
体数調整を通じて農林水産業の被害を
防止する役割も持っています。ご理解
いただき、事故防止にご協力をお願い
します。
■入山者の皆さんへ
自分の存在を狩猟者に知らせるため、
目立つ服装や携帯ラジオをかける等
工夫をお願いします。休日は特にハ
ンターが集中しますので、注意して
下さい。不要な入山は控えて下さい。
■狩猟者の皆さんへ
ルールを守って無事故・無違反に努
めましょう。
問合先：農政課☎42 8741

狩猟解禁に伴う事故防止


