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市では、使用済み天ぷら油などの廃
食用油を回収し、バイオディーゼル
燃料（BDF）に精製する事業に取り
組んでいます。
町ごとの回収とは別に、常設の回収
ボックスを市役所や公民館など 10
か所に設置しています。新たに次の
2 か所に回収ボックスを追加しまし
た。どうぞご利用下さい。
■旧 JA 兵庫みらい西在田支店
　（下道山町）
■加西郵便局駐車場横
　（北条町横尾）
※廃油は、こぼれないようにペット
ボトルに詰めて、回収ボックスにそ
のまま入れてください。牛乳パック
や、ビンには詰めないでください。
問合先：環境創造課☎42 8716

廃食用油の常設回収ボックス
を追加

眠れない・不安が強い等こころの症
状がある方・家族・関係者など、精
神科医師が相談にのります。
日時：2/18（金）13:30 ～要予約
場所：加西市健康福祉会館
予約先：加東健康福祉事務所地域保
健課☎ 0795-42-5111

こころのケア相談

外国人のための在留資格、労働問題、
社会保障、医療情報などの相談を
受け付けます。日本で生活していく
ための情報を多数用意していますの
で、この機会をご利用ください（相
談無料・秘密厳守）。また、外国人の
お知り合いがいる方は、この相談会
のことをお知らせください。
日時：1/30（日）10:00 ～ 14:00
場所：アスティアかさい 3 階地域交
流センター
対応言語：中国語、スペイン語、ポ
ルトガル語、ベトナム語、インドネ
シア語、英語
問合先：自治参画課☎42 8706
NGO 神戸外国人救援ネット
☎ 078-271-3270

在住外国人のための生活相談会

1・2月は「はたちの献血」キャンペー
ン期間です。体調を崩しやすい冬季
は血液の在庫が少なくなります。安
定した血液確保のため、一人でも多
くの方のご協力をお願いします。
■加西市役所 1階エントランスホー
ル会場
日時：2/4（金）10:00 ～ 12:00、

13:00 ～ 16:00
主催：加西ライオンズクラブ
■イオン加西北条ショッピングセン
ター会場
日時：2/8（火）10:00 ～ 11:45、

13:00 ～ 16:00
主催：加西北条ライオンズクラブ

上記問合先：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。
日時：1/21（金）10:00 ～
場所：市役所 5 階（大）会議室
問合先：教育総務課☎42 8770

加西市第1回定例教育委員会

未就園児の親子（1 ～ 4 才児）を対
象に園庭開放を開催。
日時：1/19（水）10:00 ～ 11:30
場所：加西市立宇仁幼児園　園庭他
内容：園庭遊び・正月遊び
　　　英語であそぼう！ 10:45 ～
その他：水筒・お手拭などをご持参
ください。保険料 1 人あたり 50 円
を当日に集金します。
申込締切：1/17（月）まで
申込先：宇仁幼児園☎45 1524

第5回うにっこランド

日時：2/8（火）10:00 ～ 11:30
場所：北条南保育所（北条町西高室）
対象：在宅育児中の保護者と子ども
費用：傷害保険料 1 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

講師に大西正曹氏（関西大学社会学
部教授）を迎え、約 30年間、東大阪
市を中心に 3日に 1社、中小企業を
訪問した実績を踏まえた地域の中小
企業振興についてお話いただきます。
参加無料。下記にお申し込み下さい。
日時：2/5（土）開場 13:30、

開演 14:00 ～
場所：健康福祉会館大ホール
申込先：北条ロータリークラブ事務
局☎43 1666

講演会「地域の底力を見直そう」

読み聞かせ歴約 25 年のベテラン。
「おはなしきゃんどる」を主宰する
田中千代野さんの愛情あふれる読み
聞かせと、ストーリーテーリング（語
り）を一緒に楽しみましょう。
日時：2/11（金・祝日）
14:00 開演、13:30 ～ 15:00
場所：市民会館コミセン 2 階和室
参加協力費：500 円（大人も子ども
も同額）、3 才以下無料
問合先：加西おやこ劇場☎43 0830
（火木金 10:00 ～ 15:00）

加西おやこ劇場特別お楽しみ会
「おはなしおばさんのおはなし会」

介護予防リーダーの養
成講座です。
日時：2/21、2/28、3/7、
3/14　計 4 回
13:30 ～ 15:30
場所：健康福祉会館 2 階研修室
内容：
①講義「私と高齢者のいきがいづく
り」講師／小倉譲さん（NPO 法人
しゃらく）、
②実技「介護予防とチェアエクササ
イズ」講師／仲宗根涼子さん（NPO
法人 1 億人元気運動協会）など
対象者：地域での介護予防推進に協
力いただける方
定員：50 名（先着）
持ち物：体操できる服装、汗拭きタ
オル、水・お茶、筆記用具
主催：市長寿介護課及び社協 
申込締切：2/10（木）
申込先：社会福祉協議会☎43 8133

介護予防リーダー養成講座
（ステップアップ編）

募　集

平成 23 年度臨時職員（アルバイト・
パート）を募集します。
募集職種／賃金単価：
①理学療法士・②看護師／
　時間給 1,260 円～ 1,700 円（経験
　年数による）
③看護補助員／時間給 940 円
④事務補助／日額 6,600 円（時間給
　825 円）
資格免許：①②のみ必要
年齢：60 歳未満
受付期間：2/10（木）までに次の書
類を持参または郵送（郵送の場合は
希望職種を明記してください）
提出書類：市販の履歴書、免許証の
写し（資格免許が必要な職種）
面接予定日：2 月下旬予定
申込先：市立加西病院総務課
☎42 2200

市立加西病院
臨時職員募集（4月1日採用）

日時：1/22（土）9:00 ～ 14:30
場所：健康福祉会館　大会議室
内容：式典・表彰、講演、バザー、
パネル展示、炊き出し（カレー）
※希望者にわた菓子をプレゼント。
■古本市 10:00 ～ 14:30
市民の皆様から提供いただいた古
本、DVD、ビデオ、CD、ゲームソ
フトなど安価で販売。※売上金は福
祉（ボランティア）活動に活用。
■炊き出しボランティア募集
災害時の訓練として約500食分のカ
レーを作り、参加者に配ります。
日時：準備1/21（金）14:00 ～ 17:00頃
　　　当日1/22（土） 8:30 ～ 13:00頃
場所：加西市健康福祉会館調理場
持参品：エプロン、帽子

問合先：ボランティアのつどい実行
委員会（事務局：加西市社会福祉協
議会）☎43 8133

第12回ボランティアのつどい
と古本市開催

■豆まき会
豆まきをして遊ぶよ。
日時：2/3（木）11:00 ～ 12:00
■ 3 歳さんおいでおいで！
対象児：H18.4 月～ H20.3 月生まれ
日時：毎週月曜日 13:30 ～ 14:30
■わいわいひろば
双子ちゃん・三つ子ちゃんのお母さん、
妊婦さんも一緒にお話しましょう。
日時：2/22（火）10:30 ～ 11:30
≪まちの子育てひろば応援団≫
■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。
日時：2/15（火）10:30 ～ 11:30

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

ねひめキッズからのお知らせ

長期不在、転出や転居、廃業などに
より、水道を使用しない場合は、廃
止せずに使用を休止することができ
ます。
対象：
・家を長期的（概ね 3 ヶ月以上）に
不在にし、その間、上水道を必要
としない場合。 

・転出や転居、廃業などにより、水
道を使用しない場合。 

・アパート、賃貸マンション等賃貸
住宅、店舗等が空家となる場合
（メーターがついている場合に限
ります）。但し、親メーターが
1 個の所は定期検針日ごとの変更
になります。
届出：印鑑持参のうえ、給水休止
届、及び下水道使用休止届を下記ま
で提出してください。
※休止期間中の料金は「0 円」です。
但し、定期検針により使用が確認さ
れた場合は、休止を解除し相当料金
を請求いたします。
問合先：上下水道お客さまセンター
☎42 8795

長期不在等のときは水道の給
水休止制度をご利用ください

市では、この春卒業見込みで、就職
が決まっていない大学生・短期大学
生を対象に、臨時職員を下記のとお
り募集します。加西市在住の方、加
西市出身の方を優先します。
募集職種：①事務補助　②幼稚園助
教諭　③保育士　④保健師
募集人数：計 20 名程度
資格免許：①を除き必要（取得見込可）
受付期間：1/17（月）～ 28（金）ま
での間に次の書類を持参又は郵送
（郵送の場合は 1/28 必着）
提出書類：市販の履歴書（必ず希望
職種を記載）、卒業見込証明書の写
し（有資格者は資格証の写し）
面接予定日：2 月下旬（文書にて連絡）
雇用期間：H23.4/1 ～ 9/30（6 か月
間。1回に限り更新可能。最長 1年）
※その他詳細は下記まで
問合先：人事課☎42 8702

緊急雇用対策
加西市臨時職員を募集

シンガーソングライター美
咲と手回しオルゴールシ
ンガー臼井則孔の二人が幸
運・幸福の風を運びます。
日時：2/4（金）19:00 ～ 21:00
場所：アスティアかさい 3 階多目的
ホール
料金：大人 2,000 円、独身者 1,000
円（当日、アスティアかさいか北
条鉄道で 1 万円以上買物された方
は 1,000 円、2 万円以上の方は無料。
レシートをご持参ください）　
問合先：㈱加西北条都市開発
☎42 6900

美咲×臼井則孔
立春コンサート


