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多重債務解決支援など
無料電話相談
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：3月は毎日8:00～ 22:00 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

保育所であそぼう。参加者募集
■動くこどもの館号がやってくる
伝承あそびや人形劇、
体操あそびなどの楽
しいメニューが体験
できます。
日時：3/7（水）10:00 ～ 11:30
場所：北条南保育所（北条町西高室）
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：北条南保育所☎42 3162

まちかどイベント
「横尾歴史街道みてあるき」
歩いて楽しい通りへ。地域住民によ
る町興しイベントを開催します。
■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、ひな飾りや古道具など我
が家の自慢品、北条保育園児のおひ
なさま作品を展示します。
会期：4/1（日）～ 8（日）
■ 1 日限りのお楽しみイベント
日時：4/1（日）
10:00 ～  オープニング（お楽しみあり）
11:00 ～ マジックショー、町内再発
 見ウォーク（ガイド付き）
13:00 ～ オカリナ演奏
終日、喫茶コーナーや手作り品の展
示・販売、お楽しみ抽選会（小学生
以下対象・空クジなし）、また国登
録文化財の旧町屋「高井家」「水田家」
を一般公開します。

上記場所：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）
上記問合先：横尾歴史街道つどいの会
（水田）☎42 0057

シカの駆除を実施します。
ご注意ください
3 月 16 日（金）から
31日（土）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）により
実施します。
次のことにご留意いただき、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

こころのケア相談
眠れない・イライラする・不安が強
い・アルコールの問題・ひきこもり
の問題・心の病気・高齢者の心の問
題についてなどご相談ください。専
門医師と保健師がお話を伺います。
（要予約）
日時：3 月 15 日（木）13:30 ～
場所：加西市健康福祉会館
問合先：加東健康福祉事務所地域保
健課☎ 0795-42-5111（代表）

第 3回加西市定例教育委員会
会議はどなたでも傍聴可能です。
日時：3/28（水）9:00 ～
場所：市役所 1 階多目的ホール
問合先：教育総務課☎42 8770

献血は身近にできる
ボランティア
気温の変化で体調を崩しやすいこの
時期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。
■市内献血のお知らせ
日時：3/14（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

家具の転倒防止などの対策を
地震時には、家具や
家電の転倒・落下に
よりケガをするだけ
でなく、転倒した家
具等により避難路が
ふさがれることもあります。
近年発生した大地震では、3 ～ 5 割
の方が家具・家電の転倒落下やガラ
スの飛散によりケガをしています。
こうした被害は、家具・家電の配置
を換えたり、転倒防止器具の取り付
けやガラス飛散防止シートの貼り付
けにより防ぐことができます。
3 月は引っ越しの多いシーズン。自
宅やオフィスのレイアウト変更の際
には、これらの対策を行う絶好の機
会ですので、地震に備え、ぜひ取り
組んでください。
問合先：兵庫県防災計画課
☎ 078-362-9809

加西おやこ劇場
第 124 回舞台鑑賞会
■人形劇「サクラがいく !!」
人形芝居「ひつじのカンパニー」が
贈る、子猫サクラの
冒険物語。
日時：3/3（土）
14:00 ～ 15:00（開演 13:45）
場所：善防公民館大研修室
参加協力費：今回のみ鑑賞の方1,000
円（大人・子ども同額）4歳以下無料
会費：月 800 円（5 歳以上）、入会
金 300 円
※会員には 1 人つき 2 枚チケット
が届きます。
※ 3 か月以上続けて、次の舞台鑑賞
会「いっこく堂スーパーライブ」に
もご参加ください。
問合先：加西おやこ劇場☎43 0830
（火木金 10:00 ～ 15:00）

戦後強制抑留者の皆さんへ
特別給付金の請求受付期間は、3 月
31 日（消印有効）までです。まだ
請求されていない方は、下記までお
問い合わせください。
対象者：平成 22 年 6 月 16 日にご
存命で日本国籍を有する方（同日以
降に亡くなられた方は相続人）
問合先：平和祈念事業特別基金
☎ 0570-059-204（ナビダイヤル）
（IP 電話、PHS は 03-5860-2748）
受付は、平日 9:00 ～ 18:00

新規就農支援について
45 歳までの独立・自営
の新規就農者（専業農家）
に対し給付金が交付され
る支援制度が新設されました。これ
からの農業大学校等で研修を受けら
れる方も対象となります。詳しくは
下記までお問い合わせください。
問合先：加西農業改良普及センター
☎47 1448、市役所農政課☎42 8741

農地の貸し借り相談会（要予約）
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：3/17（土）9:00 ～ 12:00
場所：市役所4階農政課※東玄関（職
員駐車場側）からお入りください。
対象：農地所有者で農地を貸したい
方
申込：3/12（月）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
せください。
申込先：農政課☎42 8741

第8回根日女ふれあい卓球大会
日時：3/18（日）9:00 ～
場所：加西勤労者体育センター
主催：加西市卓球協会
参加資格：市内に居住、
勤務、通学する方
種目：シングルス
（1 ～ 4 部）
参加費：無料
申込：規定の参加申込書を下記まで
申込締切：3/10（土）必着
申込先：〒 675-2445 加西市殿原町
906-1 大野隆司☎44 0662

第 35回町親善ソフトボール
大会
日時：4/29（日・祝）8:30 ～、雨天
の場合 4/30（月・振替休日）
場所：アラジンスタジアム（開会式）他
主催：加西市体育協会
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、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：規定の参加申込書に参加費を
そえて、下記まで
申込締切：4/5（木）必着
申込先：〒 675-2303 加西市北条町
古坂 1173-14 加西市立総合教育セン
ター内加西市体育協会事務局
☎42 3723

ねひめキッズからのお知らせ
利用日時：毎週月～土曜日 10:00 ～
15:00 ※登録、利用料は不要です。
場所：旧富田幼稚園（西上野町）
イベント情報
■3B 体操
3B 体操アドバイザーが来園します。
親子で体を動かして遊びましょう。
日時：3/15（木）11:00 ～ 12:00
■家庭教育講座⑧
「幼児期は才能の芽を伸ばそう」
希望者は託児あり。
日時：3/7（水）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。妊婦
さんも一緒にお話ししましょう。
日時：3/21（水）10:30 ～ 11:30　

上記問合先：ねひめキッズ☎42 5710

絵手紙教室「たんぽぽ」
20 周年展開催
中央公民館登録グループ「たんぽ
ぽ」の結成 20 周年の記念展示。
日時・場所：
①図書館パネルギャラリー・オープ
ンミュージアム 3/1（木）～ 30（金）
10:00 ～ 18:00
②アスティアかさい 3 階ウォール
ギャラリー 3/14（水）～ 30（金）
問合先：同登録グループ「たんぽぽ」
（正中）☎42 0781

図書館イベント情報
■絵本と音楽でつづるおはなし会ス
ペシャル 2
絵本「はじめてのおつかい」や「す
てきな三にんぐみ」などをピアノの
音色にのせてお話しします。
日時：3/10（土）14:00 ～
場所：アスティアかさい 3 階多目的
ホール
出演：読み手／かさい・えほんの森、
ピアノ伴奏／松﨑由美さん
参加費：無料
問合先：図書館☎42 3722

嶺厚会結成 10周年記念
大正琴演奏会
大正琴の演奏グループ「嶺厚会」の結
成 10周年を記念した演奏会。「無法
松の一生」など他15曲を披露します。
日時：3/25（日）13:30 開演
場所：健康福祉会館大ホール（入場
無料）
賛助出演：コーラスねひめ（加西
市）、グリーンベル（加東市）
問合先：嶺厚会（古角）☎46 1170


