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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：5/27（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5回定例教育委員会

募　集

介護サービス利用者の
声を聞き、サービス提
供事業者にその思い
をつなげる橋渡し役
「あったか介護相談員」の養成研修
です。
日時：5/26（木）、27（金）
10:00 ～ 16:00
内容：介護相談員の意義と役割、介
護保険制度、高齢者の身体的・精神
的特徴、認知症の理解・接し方、利
用者の権利擁護について等を研修。
※実際の活動は月 2 回（1 回 2 時間程
度）、活動費として交通費程度を支給。
申込期限：5/16（月）
申込先：長寿介護課☎42 8788

「あったか介護相談員養成研修」
受講者募集

現在、普通徴収（納付書または口座
振替）により介護保険料を納付され
ている方で、次に該当する方は、介
護保険料の特別徴収（年金からの天
引き）が、6 月支給の年金からスター
トします。該当者には、5 月中旬に
お知らせの文書を送付します。
■特別徴収に移行する方
平成 22 年 10 月または 11 月に、次
のいずれかに該当し、年額 18 万円
以上の老齢（退職）年金、障害年金、
または遺族年金を受給されている方
・65 歳以上で、年金給付を新たに
受けられた方

・年金給付を受けている方で、65
歳になられた方

・市内に転入の届出を行った 65 歳
以上の方
問合先：長寿介護課☎42 8788

65歳以上の方の介護保険料
について「話しことばが少ない」「一生懸命話

しているけれど、何を話しているか
わかりにくい」など、ことばの発達
が気になる子供の個別相談を下記の
とおり実施します。電話で予約して
ください。
対象児童：2・3 歳児
相談日：6/20（月）、9/26（月）、
12/19（月）、H24.2/27（月）
相談時間：4 つの時間帯で１時間程
度、言語聴覚士による相談を実施。
① 13:15 ～、② 14:15 ～、③ 15:15 ～、
④ 16:15 ～
場所：加西市健康福祉会館　
問合先：社会福祉課児童療育室
☎42 6704

2・3歳児ことばの相談日

赤十字は、多くの苦しむ人々が笑顔
を取り戻せるように、国の内外で人
道的活動を展開しています。赤十字
の活動は、皆様からお寄せいただく
寄付金等により支えられています。
赤十字の活動にご理解いただき、活
動資金へのご協力をお願いします。

■日本赤十字社「東北関東大震災義
援金」の受付について
専用受付口座が開設されました。
受付期間：9/30（金）まで
受付口座：郵便振替／ 00140-8-507

名義／日本赤十字社　
東日本大震災義援金

※詳しくは日本赤十字社兵庫県支部
ホームページ及び下記までご確認く
ださい

問合先：社会福祉課☎42 8724、
日本赤十字社兵庫県支部振興課
☎ 078-241-8921

5月は赤十字運動月間です

一度保育所に来てみませんか。
日時・場所：10:00 ～ 11:30
6/14（火）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

イオン加西北条店 1 階、薬売場内に
「病気予防の相談コーナー」が 4 月
から開設。看護師資格を持つ相談員
が、相談に応じます。
相談日：毎週火・水・土曜日
11:00 ～ 16:00
相談内容：病気の予防・ご自身やご
家族の健康相談。健診に関する情報
提供等
運営事務局：㈱ジャパン・カウンセ
ラーズ
問合先：国保健康課☎42 8723
※市の町ぐるみ健診申込書もあります。

病気予防相談コーナー（無料）
が開設

食生活・運動についての相談や健診
結果の見方など健康に関する相談を
医師・保健師・管理栄養士・運動指
導員が受け、生活習慣の改善を一緒
にサポートします。（予約制）
日程：受付時間 13:00 ～ 14:00
5/25、6/29、7/27、8/31、9/28、
10/26、11/30、12/21、H24.1/25、
H24.2/29、H24.3/28　毎回水曜日
予約先：健康増進センター
☎42 3621

スマイル健康相談（無料）

献血基準が一部変わりました。
■ 400ml 献血
男性に限り、献血可能な方の年齢を
「18 歳」から「17 歳」に引き下げる。
採血基準方法を血液比重から血色素
量に変更する。
■血小板成分献血
献血可能年齢の上限を「54 歳」か
ら「69 歳」に引き上げる。
※ 65 歳から 69 歳までの方について
は、60 歳から 64 歳までの間に献血の
経験がある方に限る。

この時期は、気候の変化などにより
体調を崩しやすく、献血協力者が減
少します。安全な血液製剤を安定的
に確保するため皆様のご協力をお願
いいたします。
※ご本人の確認のため、運転免許証
などの提示をお願いすることがあり
ます。
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

請求期限が 2 年延長され、平成 25
年 3 月 31 日までとなりました。
先の大戦において、外地等（事変地の
区域又は戦地の区域）に派遣され戦
時衛生勤務に従事された、旧日本赤
十字社救護看護婦及び旧陸海軍従軍
看護婦の方（慰労給付金受給者は除く）
に対して、その御苦労に報いるため内
閣総理大臣の書状を贈呈します。詳し
くはお問い合わせください。
問合先：総務省大臣官房総務課管理
室☎ 03-5253-5182

内閣総理大臣名の書状を贈呈
します

個人事業者 2 日間コース
日時：7/26（火）・27（水）
10:00 ～ 16:30
場所：社納税協会 2 階会議室
定員：14 人（先着順）
受講料：社納税協会会員 2,000 円、
非会員 8,000 円（テキスト代含む）
申込先：社納税協会
☎ 0795-42-0360　℻ 0795-42-4449

パソコン会計教室

日時：5/18、5/25、6/1 毎週水曜 3
回 19:30 ～ 21:30
場所：北条中学校体育館
参加費：無料
主催：スポーツクラブ21 北条・北条東
問合先：事務局（福和）
☎ 090-8468-8024

バウンドテニス体験教室

経営思想家ドラッカーの著作から、
仕事や学業，日常生活に役立つ項目
について解説。受講料無料
日時：6/18（土）13:30 ～ 16:30
場所：加東市滝野文化会館
講師：兵庫教育大学大学院教授　淺
野良一
申込締切：6/8（水）まで
申込先：経営戦略室☎42 8700

兵庫教育大学との連携講座
ドラッカーに学ぶマネジメント入門

対象者：8月1日以降も医療受給者証
の継続交付を希望される、平成23年
8月1日時点で満20歳未満の方。引き
続いて一定の医学的基準を満たす方
が対象。詳しくは主治医にご相談下
さい。
受付期間：5/2（月）～ 6/30（木）
9:00 ～ 12:00、13:00 ～ 17:30
※土日祝除く
提出書類：更新交付申請書、医療意
見書（診断書）、世帯全員の住民票な
ど※申請書類は県加東健康福祉事務
所から対象者宅へ郵送しています。
問合先：加東健康福祉事務所地域保
健課☎0795-42-5111

平成23年度小児慢性特定疾患
「医療受給者証」更新交付申請

行政相談委員は、国の仕事等に関す
る苦情や意見などを受付け、その改
善を図るために活動される方です。
次の 2名が 4月 1日付けで総務大臣
から新たに委嘱されました。
行政相談委員：塩河信昭さん
　　　　　　　高瀬美鈴さん
※行政相談の日程等は 19 頁の相談
コーナーをご覧ください。
問合先：市民相談室 ☎42 8739

新しい行政相談委員

兵庫県は、5 月を宅地防災月間とし
て、宅地の災害防止意識の向上を
図っています。梅雨の大雨は、がけ
崩れや土砂流出等の災害をもたら
し、尊い生命や財産を失う恐れがあ
ります。災害を未然に防止するため、
宅地の点検をしましょう。
問合先：都市計画課☎42 8753

梅雨が来る前に点検を

日時：5 ～ 7 月（10 回開催）毎週
月曜日 10:00 ～ 12:00
場所：加西勤労者体育センター
募集定員：約 30 名
参加費：1 人 300 円
登録料：1 人 300 円（初回申込時のみ）
申込：当日申込（随時参加も可）
持ち物：ラケット、シューズ、ゼッ
ケン 1 枚（名前記入）
主催：加西市指定管理者㈱ホープ
問合先：加西勤労者体育センター
☎47 1420（水曜日定休日）

卓球教室

日吉神社の境内を借り切った、東北関
東大震災を支援するお祭り。ものまね
芸人・リレーライブ・屋台も満載。
日時：6/5（日）11:00 ～ 15:00
場所：日吉神社（池上町）
参加費：無料
問合先：MORE 地球家族（阿部）
☎ 090-1593-2195

震災支援「ハチドリまつり」

地域商店からご提供
頂いた品々、日曜雑貨
品を揃えました。綿菓
子やかぶと虫の幼虫
販売などもあります。
※買い物袋持参にご協力ください。
日時：5/28（土）11:00 ～ 12:00
場所：北条幼稚園
問合先：北条幼稚園☎42 0420

北条幼稚園PTAバザー


