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会議はどなたでも傍聴可能です。
日時：12/26（月）13:30 ～
場所：市役所 5 階大会議室
問合先：教育総務課☎42 8770

第12回加西市定例教育委員会
日時：1/21（土）
※雨天1/22（日）
開会式9:00　競技開始9:30
場所：善防中学校周辺コース
参加資格：加西市内に居住、勤務、
通学している人
チーム編成：
5人で 1 チーム
・一般の部（中学生以上で編成した
チーム※男女不問）総距離10.6km

・壮年の部（30歳以上で編成した
チーム※男女不問）総距離8.9km

・女子の部（中学生以上の女子で編
成したチーム）総距離8.9km
参加費：中学生以下の選手が 3名以
上のチーム 1,000円、16歳以上が 3
名以上のチーム 2,000円
申込締切：1/12（木）必着
申込先：〒675-2223加西市三口町
740　加西市陸上競技協会　稲岡進
☎482077

第40回市民駅伝競走大会

1/28（土）に、加西市健康福祉会館
で古本市を開催します。読み終えた
本などの提供をお願いします。
受付期間：1/6（金）まで
9:00 ～ 17:00受付（土日・祝日と
12/28 ～ 1/3 は除く）、12/17（土）9:00
～正午は受付あり
受付場所：健康福祉会館
提供物：ビデオ、DVD、CD、ゲー
ムソフト、文庫本、新書、単行本、
コミックマンガ、絵本、専門書、全
集など（雑誌、週刊誌、教科書、名
前を書いた物、落書きのある物、汚
損のひどい物はご遠慮ください。）
問合先：ボランティアのつどい実行
委員会 ☎438133 　℻426658

古本市への提供
ご協力お願いします

借金相談・クレジット・多重債務・事
業融資・住宅ローン解決支援など、1
人で悩まずにご相談ください。
相談日時：12 月は毎日 6:00 ～ 23:00
電話で受け付けます。
問合先：NPO 法人消費者 Life 支援
事務局☎ 079-441-9902
フリーダイヤル 0120-449-902

多重債務解決支援など
年末無料電話相談

1970 年代から 1980 年代にかけて、
多くの日本人が不自然な形で姿を消
しましたが、これらの事件の多く
は、北朝鮮による疑いが持たれてい
ます。
2002 年 9 月に北朝鮮が日本人拉致
を初めて認め、10 月に 5 人が帰国
しましたが、他の被害者について
は、30 年近く北朝鮮に囚われたま
まの状態で現在も救出を待っていま
す。
拉致問題の早期解決は、加西市民の
心からの願いです。
問合先：ダイバーシティ推進課
☎42 8727

北朝鮮人権侵害問題啓発週間
12月10日～ 16日

所在地：加西市鶉野町 1132-18
間取り：2LDK（1 戸）
専有面積：64.30㎡
バルコニー面積：10.10㎡
家賃：55,000 円（共益費 8,800 円※
駐車場代込）
敷金：138,600 円
申込先：兵庫県住宅供給公社播磨事
務所入居課 079-423-0117（平日 9:00
～ 17:00 受付）

加西フラワーシルバーハイツ
入居者募集

12 月・1 月は「年末年始献血推進
強調月間」です。冬期は献血者が減
少する季節です。人工的に造ること
のできない血液は献血でしか確保で
きません。皆様のご協力をお願いし
ます。
※本人確認のため、運転
免許証などの提示をお願
いすることがあります。
■市内献血のご案内
日時・場所：12/16（金）
10:00 ～ 11:30 加西市消防本部
13:30 ～ 16:00 市立加西病院
※市立加西病院での受付は健康増進
センターです。
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

家族でレンコン掘りに
挑戦してみませんか。
個人でも参加可能です。
希望の方は当日受付で
先着 20 名まで。
日時：12/11（日）9:00 ～ 12:00
小雨決行
場所：大工町字寺の下 383
参加費：1 人 500 円
※持ち帰り数量には限りがあります
問合先：大工町区長（神田知人）
☎45 1304

大工町レンコン掘り体験
参加者募集

腹式呼吸と精神統一で心身ともに健
康な生活を。校区を問わずお気軽に
ご参加ください。
日時：12/8（木）19:30 ～ 21:30
場所：北条東小学校体育館
参加費：無料。先着 30 名
問合先：スポーツクラブ 21 北条事
務局☎ 090-8468-8024

スポーツ吹き矢体験

外国人の子ども達との料理教室やボ
サノバ・サンバのラテン音楽コン
サートなど、多文化交流なクリスマ
スパーティー。
日時：12/25（日）
・北欧のクリスマス料理教室
10:00 ～ 13:00

・コンサート 14:00 ～ 16:00
・パーティー 16:30 ～ 18:00
場所：アスティアかさい 3 階地域交
流センター
参加費：コンサートとパーティーは
無料。料理教室は材料費 1,000 円
問合先：地域交流センター登録団体
グローバルフレンズ（ドラ大倉）
☎ 090-1718-1886

X'masコンサート&パーティー

アスティアかさいで楽しい催しが
いっぱいのクリスマスイベントを開
催。よい子にはサンタさんからプレ
ゼントも。入場無料。
日時：12/17（土）10:30 ～
場所：アスティアかさい 1 階セン
ターコート
内容：演劇「gogo ！メリークリス
マス！」、はばタン・腹話術・ダン
スなど。午後からは二胡・エレクトー
ン・オカリナ・ハンドベルの演奏も
問合先：市民劇団おおきな木（高瀬）
☎42 2382

ねひめ  DE  PONのクリスマス

阪神・淡路大震災 17 周年を迎える
1 月 17 日（火）に、風化しがちな
防災意識を新たにするとともに、震
災の経験と教訓を発信し、1.17 を忘
れずに語り継ぐことを目的として、
ウォーキング行事を実施します。
参加申込：ひょうご安全の日推進県
民会議事務局（兵庫県復興支援課
内）☎ 078-362-9984

1.17 ひょうごメモリアル
ウォーク 2012参加者募集

日本を代表する古塔の
一つ法華山一乗寺三重
塔、日本最古の石仏が
残る緑あふれる古法華
自然公園など、加西の
豊かな自然と歴史を満
喫しながら、健康づくりやウォーキ
ング仲間と交流しませんか。
日時：3/20（火・祝）9:30 ～ 15:00、
受付 8:30 ～　小雨決行
コース：春色コース（古法華石仏と
自然公園をゆっくり巡る。6㎞）、い
にしえコース（法華山一乗寺から古
法華自然公園を巡る。15㎞※拝観
料は各自負担願います）
問合先：加西市体育協会事務局
☎42 3723

第9回加西ロマンの里ウォー
キング

■飛行場跡地の戦争遺産巡り
北条鉄道に乗り、太平
洋戦争時に特攻隊の出
撃拠点になった姫路海
軍航空隊鶉野飛行場跡
の遺跡をボランティア
ガイドの案内で巡りま
す。（小雨決行）
日時：12/11（日）9:20 ～ 12:30
集合：加西市観光案内所
行き先：鶉野飛行場跡地（約 6㎞）
参加費：300 円（保険料）。別途交
通費要
申込先：観光案内所☎42 8823

ふるさと再発見ハイキング

■かさい防災ネットへ登録を（http://bosai.net/kasai/）
地震や台風等で市内に災害が起きた際に「かさい防災ネッ
ト」のお知らせメールに登録していると、避難勧告や避難
所などの防災情報が携帯電話のメールへ自動配信され、い
ち早く情報を得ることができます。携帯電話を利用されて
いる方は、上記アドレス、または右のQRコードからぜひ
登録してご利用ください。問合先：安全防災課☎42 8751

シベリア戦後強制抑留者に対する特
別給付金の請求受付は次の通りで
す。
請求書をお持ちでない
方は、請求書類をお送り
しますので、下記までお
問い合わせください。
請求受付期間：平成 24 年 3 月 31 日
まで
対象者：旧ソ連邦又はモンゴル国の
地域における戦後強制抑留者で、平
成22年 6月16日に日本国籍を有する
ご存命の方
問合先：独立行政法人平和祈念事業
特別基金事業部特別給付金認定担当
☎ 0570-059-204（ナビダイヤル）、
IP 電話・PHS からは☎ 03-5860-2748
※平日 9:00 ～ 18:00 受付

戦後強制抑留者の皆さんへ

かねてより要望が多かったアクアス
かさい（グリーンスポーツ広場）外
周の夜間照明が完成し、夕暮れから
22:00 までの点灯を開始しました。
これにより、夜間ウォーキング等が
より安全に行えるようになりました
ので、ご利用ください。
問合先：自己実現サポート課
☎42 8773

アクアスかさいの夜間照明完成

「みんなでささえあうあったかい地
域づくり」
「歳末たすけあい運動」が全国的に
行われ、加西市でも、新たな年を迎
える時期に支援を必要とする人たち
が地域で安心して暮らすことができ
るよう、様々な地域の福祉活動を展
開しています。
心のこもった「たすけあい運動」に
なるよう、皆さまのご協力をお願い
いたします。
問合先：加西市共同募金委員会（社
会福祉協議会内）☎43 1281

歳末たすけあい運動にご協力を

鶉野飛行場跡

一乗寺三重塔


