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お子さんの思い出の写真を、おしゃ
れに飾ってみましょう。
日時：3/26（土）10:00 ～ 12:00
場所：善防公民館
参加費：1 組 800 円（材料費）
対象：親子 12 組（未就学児も可）
持ち物：同じ内容の写真3枚（サイズ
L版）、鉛筆、消しゴム、はさみ、定規
問合先：善防公民館☎48 2643　
（月～土 9:00 ～ 17:00）

親子     d   eスクラップブッキング教室

市内外から集まる外国人達が自慢の
「のど」を競う、笑いあり涙ありの
大会です。日本の歌・故郷の歌・生
演奏もあり。言葉・文化の違いを超
えて歌でつながろう。
日時：2/27（日）14:00 ～ 16:30
場所：アスティアかさい 3 階交流プ
ラザ
参加費：無料。どなたでも視聴・参
加・応援できます。
問合先：MORE 地球家族（村上）
☎ 090-7340-0888

世界のど自慢大会 日時：3/2（水）13:30 ～ 16:00
場所：加古川プラザホテル 2 階（加
古川市加古川町溝之口 527）
対象者：
・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）

・平成 20 年 3 月 1 日以降、学校等
を卒業した既卒者（平成 24 年 3
月学校等卒業予定者は対象外）
参加企業：北播磨地域を中心に 30
社程度参加予定
問合先：ハローワーク西脇専門援
助・求人部門☎ 0795-22-3181

JOB フェア  in  北播磨 3rd
（就職面接相談会）

市立図書館は、特別整理期間のため
下記の期間休館します。特別整理期
間とは、約 17 万点ある所蔵資料の
一斉点検と共に、資料の整理や機器
などの点検・修理を行う期間です。
お探しの資料を迅速・確実に提供す
るため必要な作業ですので、ご不便
をおかけしますが、ご理解のほどよ
ろしくお願いします。
なお、長期休館となる直前は、貸出
数と期間を変更します。
休館期間：2/21（月）～ 28（月）
貸出冊数・期間：
・本　　　　20 冊まで、3 週間
・雑誌　　　10 冊まで、2 週間
・ＤＶＤ等　 4 本まで、2 週間
問合先：加西市立図書館☎42 3722

図書館の休館のお知らせ

一度保育所に来てみま
せんか。親子みんなで
遊びましょう。
日時・場所：10:00 ～ 11:30
3/3（木）泉第一保育所☎44 1968
3/8（火）北条南保育所☎42 3162
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
問合先：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

お母さん同士の情報交換と赤ちゃん
とのスキンシップの教室です。
日時：3/4（金）13:30 ～ 15:00
場所：健康増進センター 2 階
内容：ベビーマッサージ・育児相談
対象：生後 2 カ月から、
ハイハイするまでの赤ちゃん
定員：15 名※予約制
申込先：国保健康課☎42 8723

ベビーマッサージで
赤ちゃんとスキンシップ

■簡単パン＆エコアイテム作り
日時：2/21（月）10:00 ～ 12:30
場所：アスティアかさい 3 階キッチ
ンルーム
定員：6 名※託児有り（予約要）
参加費：1,000 円
持ち物：エプロン、お茶、ふきん 2
枚、新聞紙 1 日分
申込先：兵庫県子育て元気アップ活
動助成事業「加西ねひめーず」
☎ 090-2380-7006

子育て元気アップイベント

■みんなであそぼう
おはなしごっこやバルーンで遊びます。
日時：3/16（水）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：3/22（火）10:30 ～ 11:30
■家庭教育講座⑦
「思いやりの心を育てる家庭教育」
をテーマに講師を迎えてのお話で
す。希望の方は託児もします。
日時：3/3（木）11:00 ～ 12:00
≪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：3/15（火）10:30 ～ 11:30

上記問合先：ねひめキッズ☎42 5710

ねひめキッズからのお知らせ

歩いて楽しい通りへ。地域住民によ
る町興しイベント開催。
■まちかどギャラリー
街道沿いの民家の縁側や土間をギャ
ラリーに、雛飾りや古道具など我が
家の自慢品を展示。
会期：3/26（土）～ 4/3（日）
場所：横尾歴史街道（北条町横尾西
端から東の地蔵さん辺りまで）
■国登録文化財高井家・水田家公開
旧町屋の国登録文化財を一般公開。
にわか茶屋なども開かれます。
日時：3/26（土）、27（日）10:00 ～
場所：高井家・水田家（北条町横尾）
問合先：横尾歴史街道つどいの会
（水田）☎42 0057

まちかどイベント
「横尾歴史街道みてあるき」

コンサート、授産製品・お菓子のバザー
等イベント盛りだくさん。障がいのあ
るなしにかかわらず、すべての人にや
さしい加西市を目指しましょう。
日時：3/13（日）10:30 ～ 15:30
場所：アスティアかさい 3 階　地域
交流センター
プログラム：すべて入場無料
終日／障がい者施設・特別支援学校
などの活動紹介、手作り製品販売
13:30 ～ 15:00 ／ひまわりっ子クラ
ブ和太鼓演奏、石田裕之さんトーク
ライブ
問合先：加西市障害者（児）相談支
援センターやすらぎ☎42 6708
（土日祝を除く 8:30 ～ 17:15 まで）

みんなの福祉フェスタ 2011
「やすらぎ えがお あふれるまちへ」

日時：4/24（日）8:30 ～
予備日 4/29（金・祝）
会場：加西球場（開会式）他
参加資格：市内在住の方、1町1チー
ム監督含め20名以内、学生不可。詳
しい大会要項は、町の区長・社会教
育推進委員に送付します。
参加費：1 チーム 7,000 円
申込：参加申込書に参加費をそえ
て、下記まで
申込締切：4/8（金）必着
申込先：加西市体育協会事務局（自
己実現サポート課内）☎42 8773

第34回町親善ソフトボール大会
農地を貸したいが、貸し手が見つか
らない。農地を相続したが、管理に
困っているなど、農地の借り手がな
くてお困りの方を対象に、農地の貸
し借りについてのご相談に乗ります。
日時：3/19（土）9:00 ～ 15:00
場所：市役所 5 階会議室※東玄関（職
員駐車場側）からお入り下さい
対象：農地所有者で農地を貸したい方
申込：3/11（金）までに下記まで
※ご相談は相談会以外の平日も受け
付けています。下記までお問い合わ
せ下さい。
申込先：農政課☎42 8741

農地の貸し借り相談会（要予約）

日時：2/23（水）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2回定例教育委員会

体調を崩しやすい冬季
は血液の在庫が少なく
なります。人工的につ
くることのできない血
液は献血でしか補えません。多くの
皆様のご協力をお願いします。
日時：3/9（水）13:30 ～ 16:00
場所：兵庫みらい農業協同組合本店
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

全国的に発生が確認されている鳥イ
ンフルエンザウイルスは、野鳥観察
など通常の接し方では人に感染しな
いと考えられています。しかし、衰
弱又は死亡した野鳥を見つけた場合
は、素手で触れないようにするな
ど、野鳥との接し方には十分注意し
て、正しい情報に基づいた冷静な行
動をお願いいたします。
また、同じ場所でたくさんの野鳥が
死亡しているのを発見したら、次の
情報提供先までご連絡ください。
情報提供先：農政課☎42 8741
北播磨県民局☎0795-42-5111

高病原性鳥インフルエンザ

■点字講習会
日時：3/28（月）～ 4/1（金）
13:30 ～ 15:30
定員：10 名※無料
申込締切：3/22（火）
■朗読ボランティア入門講座
日時：4/7から毎週木曜日7回コース
13:30 ～ 15:30
定員：20 名※参加費 1,000 円
申込締切：4/4（月）

開催場所：加西市健康福祉会館
申込方法：電話・FAX 申込可
上記問合先：加西市社会福祉協議会
☎43 8133 ℻42 6658

社会福祉協議会からのお知らせ

3 月 16 日（水）から 3 月 31 日（木）
までの間、ニホンジカ有害駆除（シ
カ個体群管理事業）を、猟友会加西
支部（銃器）が実施します。
次のことに留意いただき、事故防止
にご協力をお願いします。
■土曜日・日曜日は、特に注意をし
　てください
■不要の入山は控え、入山される場
　合は目立つ服装や鈴・携帯ラジオ
　等をかけるなどの工夫をお願いし
　ます。
問合先：農政課☎42 8741

シカの駆除を実施。
ご注意ください

「えせ同和行為」とは、同和問題を
口実にして、高額な書籍の売りつけ
や様々な取引の強要などをせまると
いう行為です。
例年、年度が替わり、新しく役員に
なられたり、役職に就かれたりする
時期に多発しています。このような
「えせ同和行為」は、同和問題の解決
を阻む大きな要因であり、毅然とし
た態度で対応し、不当な要求には断
固として拒否することが重要です。
対応に不安があるときなどは、下記
にご相談ください。的確に対応され
たときも、参考までに下記までご連
絡ください。
■相談窓口
・加西市ダイバーシティ推進課
☎42 8727

・㈶兵庫県人権啓発協会
☎ 078-382-3471

・加西警察署刑事生活安全課
☎42 0110（代）

・神戸地方法務局社支局総務係
☎ 0795-42-0201

「えせ同和行為」にご注意を


