
多重債務・借金・過払い金請求・住
宅ローン支払困難解決支援の相談会
を行います。（個別相談）
電話で事前予約が必要です。
日時：4/23（土）13:00 ～ 17:00
場所：加西市民会館 1 階会議室
申込先・電話相談先：NPO 法人消
費者 Life 支援事務局フリーダイヤル
☎ 0120-449-902（079-441-9902）
相談時間：毎日 8:00 ～ 22:00

お金に関する相談会（無料）

須磨の海岸に漂着するペットボトル
を拾って、ウクレレ等に作りかえ、
人生のせつなを歌で伝える異色の音
楽家、糸井健さんの列車内コンサー
ト。※定員 55 名
日時：4/17（日）15:30 ～ 17:00
場所：北条町駅の引込み線車両内
参加費：大人 500 円、中学生以下
300 円※売り上げの一部を東北地方太
平洋沖地震の義援金として寄付します。
問合先：MORE 地球家族（村上）
☎ 090-7340-0888

eco レレ列車コンサート
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4 月 16 日（土）から
4 月 30 日（土）まで
の間、加西市北部地
域でニホンジカ有害
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
　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

ハローワーク加古川・
明石・西脇では、管内
の事業所 30 社（予定）
が出席する就職面接相
談会を次のとおり開催
致します。
日時：4/19（火）13:30 ～ 16:00
場所：加古川プラザホテル 2 階　鹿
児の間☎ 079-421-8877
対象者：
①平成 24 年 3 月に大学・短期大学・
高専・専修学校等を卒業予定の方
② 3 年以内大学等既卒者（平成 21
年 3 月 1 日以降に卒業した者）の方
※②の対象者は紹介状の交付が必要
（ご紹介にあたり卒業年月日と生年
月日がわかるものをご呈示いただき
ます）な場合があります。
問合先：加古川公共職業安定所　学
卒部門☎ 079-421-8638
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栄町上野地区の水道については、こ
れまで隣接する小野市より給水を受
けていましたが、4 月 1 日より加西
市から給水をすることになりまし
た。
問合先：業務管理課☎42 8791

栄町上野地区へ加西市から
給水開始

善防中学校区と加西中学校区のし尿
収集については、これまで市が直営
で収集を行っていましたが、4 月よ
り市が委託した民間業者が収集を行
うことになりました。
収集の依頼や問合せはこれまでどお
り衛生センターで行い、収集料金や
収集方法の変更はありません。
すでに北条中学校区と泉中学校区で
は業務委託を実施しており、これで
市内全域でし尿収集は民間委託とな
ります。
問合先：衛生センター☎46 0334

善防・加西地区のし尿収集を
民間委託

■舞台鑑賞会「かばのティリーネック」
くわえ・ぱぺっとステージによる元
気だけど傷つきやすいかばのティ
リーネックの人形劇。
日時：4/10（日）14:00 ～ 15:00
場所：加西市民会館 3 階小ホール
■舞台鑑賞会「地獄八景亡者の戯
れ。じんたろうとつくも神の巻」
人形劇団むすび座によるじんたろう
少年と古道具達の冒険劇。
日時：4/23（土）18:00 ～ 19:30
場所：西脇市民会館大ホール

上記会費：5 歳以上月 800 円、入会
金 300 円※但し 3 か月以上続けて下
さい。4 歳以下は大人の入会で無料
■第 27 回おやこまつり
日時：5/1（日）
10:00 ～ 12:00 ミニ運動会
12:30 ～ 14:00 子ども市、バザー
場所：いこいの村芝生広場（雨天時
は善防公民館）
参加協力費：
午前 200 円、
午後 300 円（子ども市
の買い物券）
申込締切：4/22（金）まで

上記問合先：加西おやこ劇場
☎43 0830（火木金 10:00 ～ 15:00）

加西おやこ劇場イベント情報

「みつめようふるさと」をテーマに
民謡大会を開催。入場無料
日時：4/24（日）12:00 開演
場所：加西市民会館文化ホール
特別ゲスト：大場いたる（民謡歌
手）、龍人（津軽三味線・尺八・太鼓）、
中国華僑総会（中国獅子舞）
出演：別所孝（ふるさとの民謡を唄う）、
加西民謡研究会（市内9団体）他
問合先：加西民謡まつり実行委員会
（別所）☎44 1230

加西民謡まつり

高齢者福祉の一層の充実と介護保険
制度の円滑な実施に向けて、高齢者
福祉計画と介護保険事業計画の見直
しを行います。このたび、市民の皆
様のご意見やご要望を計画に反映で
きるよう、アンケート調査を次の通
り、実施します。つきましては、お
手元にアンケート用紙が届いた方
は、ご協力をお願いします。
配布時期：4 月中旬以降に郵送
対象者：市内にお住まいの 65 歳以
上の方から無作為に抽出
問合先：長寿介護課☎42 8788

高齢者福祉と介護保険事業に
関するアンケート調査

日時：4/24（日）9:00 ～ 11:00
場所：玉丘史跡公園（集合場所）か
ら3つのコースに別れてゴミを拾う。
参加者：誰でも参加可。ただし、小
学生以下は保護者同伴。
申込：当日、現地受付。9:00 集合
問合先：加西市ボランティア・市民
活動センター☎43 8133

加西市社会福祉協議会
クリーンキャンペーン

今回は、古代賀茂郡の名前の由来
や、玉丘古墳にまつわる根日女伝承
について、また、古代の神社の様子
についても解説をしていきます。
日時：4/23（土）10:30 ～ 12:00
場所：アスティアかさい 3 階集会室
定員：60 名（先着）
参加費：200 円※加西市史購入者は無料
問合先：市史編集室☎43 0161

第23回加西市史を読む会
古代8賀茂郡の神話・伝承と神社

畑町のゆるぎ岩や風光明媚なツツジ
街道など加西のパワースポットを地
元ガイドと巡ります。抽選で 30 名
に「へらへとバーガー」をプレゼント。
日時：4/24（日）集合 10:30
集合場所：北条町駅
コース：約 12km
問合先：神鉄グループ総合案内所
☎ 078-592-4611

加西へらへとハイキング

十数年前に植えられた野上町向上の
千本桜。健気に花を付けるまでにな
り、山肌を桃色に染める。他に、大
日寺境内にある南北朝時代の異形石
仏郡も見学。（小雨決行・当日参加可）
日時：4/10（日）9:30 ～ 12:30
集合：根日女の湯西側駐車場
コース：一般向き、往復約 5km
参加費：300 円（保険料等）
申込先：観光案内所☎42 8823

ふるさと再発見ハイキング
野上千本桜と大日寺石仏

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：4/22（金）13:30 ～
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4回定例教育委員会

高齢者のみなさんが、いきいきと自
分らしく生活し続ける「元気」のた
めの教室。健康体操を中心に、レク
リエーションや講話など楽しく心と
体を動かしましょう。
対象者：おおむね 75 歳以上で体力
の低下を感じている方（介護保険の
認定を受けられている方を除く）
場所・日時：5 月～ 9 月、各公民館
で全 10 回
■中央公民館 ( 定員 25 名 )
　第 1・3 木曜日（初回 5/12）
　9:30 ～ 11:30
■南部公民館 ( 定員 20 名 )
　第 2・4 金曜日（初回 5/13）
　9:30 ～ 11:30
■善防公民館 ( 定員 25 名 )
　第 1・3 火曜日（初回 5/17）
　10:00 ～ 12:00
参加費：1 回 300 円（初回に教材費
として中央・南部で 300 円、善防
で 350 円が別途必要）
持ち物：タオル、飲み物
申込期間：4/4（月）から。先着順
申込先：中央公民館☎42 2151
　　　　南部公民館☎49 0041
　　　　善防公民館☎48 2643

高齢者健康教室
「生き活き (いきいき )元気塾」

聴覚障害者（耳が聞こえない人）の
言葉、「手話」を学んでみませんか。
日時：4/23 ～ H24.3/17 の間の土曜
日、約 45 回 19:00 ～ 21:00
※初回に年間計画表をお渡しします。
場所：健康福祉会館
参加費：1,470 円（テキスト代のみ）
定員：20 名（高校生以上）
対象：手話奉仕員養成講座（入門課
程）を終わられた方、もしくは 1 年
以上手話の勉強をされた方、手話で
簡単な日常会話ができる方。
主催：加西手話サークル「どんぐり」
締切：4/18（月）
申込先：社会福祉課☎42 8709
℻43 1801

手話奉仕員養成講座
基礎課程受講生募集

■ともだちいっぱい
手遊びや電車ごっこ
をして遊ぶよ。
日時：4/15（金）
11:00 ～ 12:00
■ 3 歳さんおいでおいで！
対象児：H19.4 月～ H21.3 月生まれ
日時：毎週月曜日 13:30 ～ 14:30
≪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：4/19（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

日時：6/1 から 7/6 の毎週水曜日
13:30 ～ 15:30
場所：社納税協会 2 階会議室
受講料：3,000 円（テキスト代含む）
申込締切：4/28（木）先着 24 名
申込先：社納税協会
☎ 0795-42-0360、℻ 0795-42-4449

社納税協会の簿記教室


