
募集期間：9/20（木）まで　必着
応募方法：氏名、住所、職業、電話番号、名称とその由
　　　　　来を記入のうえ、郵送または FAX（㊽ 4222）
　　　　　〒 675-2202　加西市野条町 86-93　
　　　　　社会福祉法人ゆたか会・希望の郷　ネーミング募集係（☎㊽ 2521）
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第 9 回加西市定例教育委員会
会議はどなたでも傍聴できます。
日時：9/20（木）13:30 ～
場所：市役所 5 階大会議室
問合先：教育総務課☎㊷ 8770
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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。
相談時間：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

北条鉄道・法華口駅舎工房＆カフェ　店舗名募集
保育所に来て親子みんなで遊びましょう。
日時：9/11（火）10:00 ～ 11:30
場所：北条南保育所
対象：在宅育児中の保護者と子ども
費用： 参加者 1 人 50 円（傷害保険料）
申込先：北条南保育所☎㊷ 3162

保育所であそぼう。参加者募集

加西特別支援学校は、販売やゲーム
などをして地域住民とふれあいます。
日時：9/21（金）9:30 ～ 11:30
場所：加西特別支援学校（西笠原町
172-50）☎㊽ 2304

第19回わかばフェスティバル

国民の就業及び不就業の
状態を調査し、 全国及び
地域別の就業構造の実態
を明らかにする調査です。
調査の結果は、国や都道府県などの
雇用政策、経済政策など各種行政施
策の基礎資料として利用されます。
調査の対象となった世帯には、9 月
下旬に統計調査員が伺いますので、
ご協力をお願いします。
問合先：行政課☎㊷ 8702

就業構造基本調査を実施します

10 月 1 日（月） から外来診療に電
子カルテを導入します。導入後、し
ばらくの間は、受診の待ち時間が長
くなることが予想されます。ご迷惑
をおかけしますが、ご理解とご協力
をお願いします。患者さまの診察手
順に変更はありません。
問合先：加西病院医事課☎㊷ 2200

10月1日から電子カルテを導入します

多重債務・離婚・近隣トラブル・相
続・労働問題などのトラブルに関す
る相談を行います。要予約。
日時：9/11（火）13:00 ～ 16:00
場所：アスティアかさい 3 階ワークルーム
相談時間：1 人 30 分
※相談を受けるには、収入や資産な
どに一定の基準があります。
問合先：法テラス兵庫☎ 050-3383-5443

法律相談会のお知らせ

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（相談無料・秘密厳守）。
日本で生活していくための情報を多
数用意しています。
日時：9/30（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（5
カ国語予定）
問合先：NGO 神戸外国人救援ネッ
ト☎ 078-271-3270
ふるさと創造課☎㊷ 8706

在住外国人のための生活相談会

「子育てしながら仕事がしたい。何か
新しい活動をはじめたい」出産・育児
などのために一度退職し、再就職や地
域活動にチャレンジしようとする女
性をサポートするための無料相談を
実施します。経験豊かな女性相談員が、
あなたのライフプランにそった専門
的なアドバイスをします。要予約。
日時：9/20（木）①10:00 ～②11:00 ～
③12:00 ～（1人50分以内）
無料託児あり（1歳半以上）
※相談日の 5日前までに要予約
場 所： アスティアかさい
3階ワークルーム
対象：女性
問合先：男女共同参画セ
ンター☎㊷0105

女性のための「出前チャレン
ジ相談」

高齢者や障害者をめぐる様々な人権
問題について、時間を延長して電話
相談をお受けします。相談は無料、
秘密は厳守します。
相談期間：
9/10（月）～ 14（金）8:30 ～ 19:00
9/15（土）、16（日）10:00 ～ 17:00
電話番号：
0570-003-110（全国共通ナビダイヤル）
※最寄りの法務局へつながります。
相談担当者：人権擁護委員、法務局
職員
問合先：神戸地方法務局社支局
☎ 0795-42-0201

全国一斉「高齢者・障害者の
人権あんしん相談」強化週間

土地、建物の相続や売買の登記に関す
ることなど、市民の皆様の悩みや疑問
に対して、無料で相談を行います。
日時：9/23（日）10:00 ～ 16:00
※相談を希望の方は、事前にお問い
合わせください。
場所：神戸地方法務局社支局（加東
市社 539-2）☎ 0795-42-0201

法務局休日相談所

行政書士による無料相談所
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：9/8（土）、10/13（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☎㊷ 8840

出産や手術における大量出血等の際
に、特定の血液製剤を投与されたこ
とによって、C 型肝炎ウイルスに感
染 さ れ た 方 に、 給 付 金 を 支 給 し ま
す。詳しくは、厚生労働省ホームペー
ジをご覧ください。
請求期限：H25.1/15
問合先：厚生労働省相談窓口
☎ 0120-509-002

厚生労働省からのお知らせ

不動産売買など重要な取引をしたり遺
言を残したりするときは、トラブル防
止のため公正証書の作成をお勧めしま
す。詳しくは、最寄の公証役場へお問
い合わせください。相談は無料です。
問合先：
姫路西公証役場☎ 079-222-1054
加古川公証役場☎ 079-421-5282

10月1 から 7日までは公証週間

■「今に生きる源氏物語の生活文化」展
日時：9/16（日）～ 30（日）
場所：アスティアかさい 3 階ウォー
ルギャラリー
主催：NPO 法人・まちづくり北条
問合先：地域交流センター☎㊷ 0106

地域交流センターからのお知らせ くらし

9 月 15 日現在で満 88 歳と満 100 歳
の方に、長寿をお祝いして市民養老
金を支給します。
支給対象者：
満 88 歳　（T12.9/17 ～ T13.9/16）
満 100 歳（M44.9/17 ～ T 元 .9/16）
支給額：満 88 歳 5,000 円、
　　　　満 100 歳 10,000 円
支給方法：区長を通じて、または口
座振込で支給します。
問合先：長寿介護課☎㊷ 8728

市民養老金を支給します

はりま矯正展
受刑者が制作した刑務作業製品の展
示即売会や矯正指導の紹介、施設見
学などを行います。
日時：9/15（土）10:00 ～ 16:00
場所：播磨社会復帰促進センター

（加古川市八幡町宗佐 544）☎ 079-
430-5503

多重債務者相談強化キャンペーン
多重債務問題の根本的な解決を支援
するため、法律専門家による「債務
整理相談」に加え、「家計管理相談」

「こころの相談」を行います。要予約。
■加古川市
日時：9/8（土）13:00 ～ 16:00
場所：加古川市立青少年女性センター
問合先：加古川市生活・交通課
☎ 079-427-9120
■播磨町
日時：9/9（日）13:00 ～ 16:00
場所：播磨町中央公民館
問合先：播磨町住民グループ
☎ 079-435-2364
■姫路市
日時：9/16（日）、12/9（日）
13:00 ～ 16:30
場所：姫路職員福利センター
問合先：中播磨消費生活創造センター
☎ 079-281-9601

第6回市立加西病院市民フォーラム

　山邊裕・加西病院長が、国の厳し
い医療制度改革がもたらす加西病院
への影響と加西病院の今後について
解説します。

日時：9/27（木）19:00 ～ 20:30
　　　開場 18:30
場所：健康福祉会館大ホール
問合先：加西病院総務課☎㊷ 2200

法華口駅

前回の加西病院市民フォーラム

日時：10/27（土）9:00 ～ 12:00
場所：三田池（豊倉町、兵庫みらい
農協本店東側）
内 容： た め 池 で 魚 の つ
かみ取り、クリーンキャ
ン ペ ー ン（ た め 池 周 辺
のゴミ拾い）、講演・紙芝居（ため
池の生き物について）※参加費無料
持物等：胴長靴・田植足袋などを履
き、汚れてもいい服装。お持ちの方
は網など（無い方は貸し出します）
※雑魚取りには参加賞あり
申込方法：10/19（金）までに、下
記へ電話でお申し込みください。
申込先：加古川西部土地改良区
☎㊾ 0915

三田池（豊倉町）雑魚取り大会

　11 月、北条鉄道・法華口駅に、「地産地消の米粉パン工房」がオープン
します。待合い所等を利用した憩いの「カフェスペース」など、古い木造
駅舎の魅力を活かしたお店に合う名前を募集します。


