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募　集

期日：12/18（日）小雨決行
※雨天 12/23（金・祝）
場所：善防中学校周辺コース（日本
陸連ハーフマラソン公認コース）
参加資格：市内に居住・勤務・通学
している方
種目：男女別年齢別に計23部門
男子小1以下～ 60歳以上（1,000m～
5,000m）の 13部門
女子小1以下～ 25歳以上（1,000m～
3,000m）の 10部門
※詳細は下記申込先にお問い合わせ
ください。
参加費：高校生以上1人400円、小・
中学生1人300円※当日受付時、納金
受付締切：12/2（金）必着
申込先：加西市陸上競技協会（稲岡
進）☎482077

第45回市民ロードレース大会

行政相談は、国の仕事に関する苦情
やご意見などを受け付け、その解決
を通じて行政運営の改善を図ってい
く制度です。無料、秘密厳守。
日時：11/24（木）13:30 ～ 15:30
場所：アスティアかさい 3 階ワーク
ルーム
相談委員：行政相談委員（総務大臣
委嘱）塩河信昭さん・高瀬美鈴さん
問合先：市民相談室☎42 8739

行政相談所の開設

12月4日から10日までの１週間は「人
権週間」。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：12/6（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63回人権週間
特設人権相談を開設

会議はどなたでも傍聴可能です。
日時：11/25（金）9:30 ～
場所：市役所 5 階大会議室
問合先：教育総務課☎42 8770

第11回加西市定例教育委員会

日時・場所：10:00 ～ 11:30
12/ 1（木）日吉保育園　☎45 0324
12/13（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： 参加者1人50円（傷害保険代）
申込先：各保育所へお申し込みください。

保育所であそぼう。参加者募集

平成 23 年 11 月 15 日から 24 年 2月
15日（シカ・イノシシについては24
年 3月 15日まで延長）の間、狩猟が
解禁になります。狩猟は、個人的な趣
味として楽しむことの他に鳥獣の個体
数調整を通じて農林業被害を防止する
役割も持っています。ご理解をいただ
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
る等してください。休日は特に狩猟
者が集中します。注意して、不要な
入山は控えてください。
問合先：農政課☎42 8741

狩猟解禁に伴う事故防止

住宅の建設等、緊急かつ具体的計画
のある土地利用案件について、加西
農業振興地域整備計画に係る農用地
区域からの除外申請を受け付けます。
受付期間：11/15（火）～ 30（水）
受付場所：市役所 4 階農政課
☎42 8741 ※平日のみ受付

農用地区域の除外申請を受け
付けます児童虐待問題は社会全体で解決すべ

き重要な課題で、児童虐待について
認識を深めることが大切です。期間
中、全国的に啓発活動（オレンジリ
ボン・キャンペーン）が行われます。
児童虐待は早期発見が大切です。「あ
れ？何か変だな」と感じたら迷わず
下記へ連絡を。
■児童虐待の緊急連絡先
兵庫県中央こども家庭セン
ター☎ 078-923-9966
加西市社会福祉課☎42 8709
児童虐待 24 時間ホットライン
☎ 078-921-9119

11月は児童虐待防止推進月間

眠れない・アルコールの問題・ひき
こもりの問題・心の病気などをご相
談ください。専門医師と保健師がお
話を伺います。※要予約
日時：11/17（木）13:30 ～
場所：加東健康福祉事務所
問合先：加東健康福祉事務所地域保
健課☎ 0795-42-5111（代表）

こころのケア相談

①対象者：平成 15 年 4 月 2 日以降
に戦傷病者等と婚姻された妻、また
同日以降、「じ後重傷」により第 5款
症以上の戦傷病者等となられた方の
妻であって、平成 23 年 4 月 1 日に
おいて戦傷病者等である夫が第 5款
症以上の増加恩給等を受けていた方
①給付額：額面 15 万円（軽傷者は
半額）、5 年償還の国債

②対象者：「第 18 回特別給付金」ま
たは「第 20 回特別給付金」の受給
権を取得した妻であって、戦傷病者
等である夫が平成 15 年 4 月 1 日か
ら平成 18 年 9 月 30 日までの間に
公務傷病以外の原因により死亡され
た方
②給付額：額面 5 万円、5 年償還の
国債

請求期間：①②ともに平成 26 年 9
月 30 日まで
問合先：社会福祉課生活支援担当
☎42 7520

戦傷病者等の妻の方へ
特別給付金が支給されます

労働者を1人でも雇い入れた事業主
は、労働保険（労災保険・雇用保険）
の加入手続きをして、労働保険料を申
告・納付することが義務づけられてい
ます。労働保険の加入手続きがまだ
の事業主は、従業員が安心して働け
るように、今すぐ下記までお問い合
わせください。
問合先：西脇労働基準監督署
☎ 0795-22-3366

11月は「労働保険適用促進強
化期間」です

未就園児（1～ 4歳児）の親子を対象
に園庭開放を開催。在園児と一緒に
園庭遊びや英語授業を体験できます。
日時：11/18（金）10:00 ～ 11:30
場所：宇仁幼児園
持ち物：水筒、帽子、お手拭、着替
え。当日に保険代 1 人 50 円集金。
受付締切：11/16（水）まで
申込先：宇仁幼児園☎45 1524

うにっこランドのご案内

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。弁護士による相談も受
けられます。（相談無料・秘密厳守）
日時：11/27（日）10:00 ～ 14:00
場所：アスティアかさい 3 階地域交
流センター集会室・ワークルーム
対応言語：中国語、スペイン語、ポ
ルトガル語、ベトナム語、英語を予
定
問合先：NGO 神戸外国人救援ネッ
ト☎ 078-271-3270
加西市自治参画課☎42 8706

在住外国人のための生活相談会

相続・遺言、農地に関する許可、官
民境界協定、契約書や内容証明作成
等に関する相談を無料で行います。
日時：11/12（土）、12/10（土）
13:30 ～ 16:00
場所：アスティアかさい 3 階　地域
交流センター（☎42 0106）
相談員：兵庫県行政書士会東播支部役員
問合先：同会東播支部（上井秀勝支
部長）☎42 8840

行政書士による無料相談所

東播都市計画道路高室線の都市計画
決定の変更（決定）が平成 23 年 11
月 14 日告示となりました。あわせ
て、図書の永久縦覧を行います。
縦覧場所：市役所 5 階都市計画課
縦覧期間：11/14（月）から（平日 8:30
～ 17:15）
問合先：都市計画課☎42 8753

都市計画道路高室線の廃止に
ついて

おおむね 60 歳以上の健康で働く意
欲のある方は、いつでも会員になれ
ます。あなたの働きが地域に大きく
貢献します。気軽にお越しください。
日時：毎月 1 日（土日祝日の場合は
次の平日）13:30 ～ 15:00
※ 11/15（火）にも実施します。
場所：㈳加西市シルバー人材セン
ター（北条町北条）
■仕事の依頼をお待ちしています
仕事例：植木剪定、襖・障子の張替、
清掃（公園・企業等）、大工仕事、筆耕（宛
名・賞状書き）、施設管理など
問合先：㈳加西市シルバー人材セン
ター☎42 4380

シルバー人材センター会員募集
入会説明・相談会

会派を越えた書風の作品が出品。
日時：11/10（木）～ 13（日）
9:00 ～ 17:00
場所：市民会館コミュニティーセン
ター 2 階
主催：加西市書道文化協会
問合先：同協会事務局☎49 0331

第11回加西市書道展

愛の光幼稚園保護者会「愛の光コー
ラス」のコンサート。ミュージカル
曲などを合唱。入場無料
日時：12/3（土）19:00 開演
場所：アスティアかさい 3 階交流プ
ラザ
問合先：愛の光幼稚園☎48 2733

愛の光コーラス「2011 ライブ」

農産物販売（野菜・もち米
など）や模擬店、和太鼓演奏など
日時：11/27（日）10:00 ～ 13:00
場所：下里ふれあいセンター（野条町）
問合先：下里ふれあい協議会（蓬莱）
☎48 3843

2011下里ふれあいまつり
（収穫祭）

会期：11/2（水）～ 14（月）
場所：イオン加西北条ショッピング
センター2階コスモスコートブリッジ
問合先：社税務署☎ 0795-42-0224

「税を考える週間」
市内小学生の書道・ポスター展

子どもに語る認知症の話、詩の朗読
など、詩人藤川幸之助さんが語る、
せつなくやさしいメッセージ。
日時：12/4（日）13:30 ～ 15:30
場所：健康福祉会館大ホール
問合先：加西市社会福祉協議会
☎42 6700 ※参加無料

市民公開講座特別講演
「支える側が支えられるとき」

「加西市史」執筆者の西向宏介先生を招
き、近世の加西を経済面から切り込み、
当時の加西の様子を探っていきます。
日時：11/5（土）13:00 ～ 15:00
場所：アスティアかさい多目的ホール
定員：90名（予約不要）参加費300円
問合先；市史編集室☎43 0161

加西市史特別講演会
「経済からみる近世の加西」


