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第 10 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：10/23（火）13:30 ～
場所：市役所 5 階大会議室
問合先：教育総務課☎㊷ 8770

広報かさい　2012.10 月号 広報かさい　2012.10 月号

保育所に来て親子みんなで遊びましょう。
日時：
10/9（火）10:00 ～ 11:30 北条南保育所
10/30（火）10:00 ～ 11:30 田原保育園
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
　　　　田原保育園　　☎㊾ 0148

保育所であそぼう。参加者募集

くらし

特別講演、バイキング形式の食事会、
血糖値の測定などを行います。無料。
日時：11/22（木）10:30 ～ 13:00
場所：兵庫青野原病院あおのホール

（小野市南青野）
講師：鴻山訓一医長（兵庫中央病院
糖尿病内科）
定員：40 人（先着順）
申込：11/12（月）までに下記へ
申込先：兵庫青野原病院
☎ 0794-66-2233（代表）

第3回糖尿病月間フェスタ

日時：10/10（水）～ 12（金）
9:30 ～ 11:30 の間
場所：市立幼稚園・幼児園（富田・
下里幼稚園を除く）
内容：内容は各園で異なります。詳
しくは各園にお問い合わせください。
問合先：北条幼稚園　　☎㊷ 0420
　　　　北条東幼稚園　☎㊸ 1654
　　　　賀茂幼児園　　☎㊻ 0313
　　　　九会幼稚園　　☎㊾ 2363
　　　　別府幼児園　　☎㊼ 0601
　　　　日吉幼児園　　☎㊺ 1745
　　　　宇仁幼児園　　☎㊺ 1524
　　　　西在田幼稚園　☎㊹ 2310
　　　　泉幼稚園　　　☎㊹ 2217

未就園児の親子（1 ～ 4 才児）を対
象に園庭開放を開催（富合校区限定）。
■ももこの広場（別府幼児園）
日時：10/10（水）9:30 ～ 11:00
※詳細は園へお問い合わせください。

「幼稚園・幼児園ウィーク」
オープンスクール開催

あぜ焼き等に注意ください
農作業中や作業後の火災が多発して
います。そのうちのほとんどが草刈
り後の雑草や剪定枝、あぜ焼き等の
延焼が原因となっています。火を扱
う場合は、周囲の山林、建物、洗濯
物等にも十分気をつけて取り扱いく
ださい。
問合先：農政課☎㊷ 8741

10/11（木）～ 20（土）までの 10 日
間 ｢みんなでつくろう安心のまち｣ を
スローガンに ｢全国地域安全運動｣ を
実施します。防犯意識を高めましょう。
問合先：加西警察署生活安全課
☎㊷ 0110

全国地域安全運動

骨髄移植を必要とする患者さんは、
年 間 2 千 人。 ひ と り で も 多 く の 方
を救うためには、皆様のご協力が必
要です。ドナー登録にご協力くださ
い。あなたの登録が、大きな希望に
つながります。
問合先：骨髄移植推進財団
☎ 0120-445-445（フリーダイヤル）

10月は「骨髄バンク推進月間」

10 月 17 日（水）から 23 日（火）は、
薬と健康の週間です。
■説明書を読み、薬は正しく使いま
　しょう。
■用法・用量を守りましょう。
■薬についての相談は、医師、薬剤
　師等専門家に。
問合先：加東健康福祉事務所・食品
薬務衛生課☎ 0795-42-5111

薬と健康の週間

弁護士による無料法律相談
近畿弁護士連合会が、日頃、疑問に
思っていること、悩んでいることな
ど、どんなことでもお気軽に相談に
のります。事前予約が必要です。
日時：10/17（水）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
問合先：ふるさと創造課☎㊷ 8706

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：11/1（木）～ 15（木）
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

かさい・しあわせセミナー
アラジンスタジアム周辺で、四季折々
の自然を観察して楽しみましょう。
日時：10/18（木）14:00 ～ 16:00
集合場所：アラジンスタジアム
講師：梶原洋一さん（やしろの森公
園活動スタッフ）
定員：30 人
参加費：500 円（資料代）
申込先：居宅介護支援事業所エンゼル
みわちゃん（津田）☎ 0795-48-5598

日時：10/21（日）9:00 ～ 11:00（小
雨開催）※集合場所は五百羅漢
清掃場所：五百羅漢から中国自動車
道側道沿い
対象者：どなたでも参加できます。
ただし、小学生以下は保護者同伴。
駐車場：北条幼稚園西側、
北条小学校西側
申込：当日、現地で受付
問合先：加西市社会福祉協議会
☎㊸ 8133

クリーンキャンペーン

　人口増対策の一環として、お子様のプロフィールを持ち寄り、未婚のお子
様に代わって親同士がお見合いをする交流会を開催します。ランチを楽しみ
ながら、人生経験豊富な親の確かな目で素敵なお相手を見つけてください。

■ふるさと婚親会（親の婚活イベント）を開催

日時：12/9（日）11:00 ～
場所：レストハウス「フルーリ」
　　　（県立フラワーセンター内）
対象：市内在住の 25 ～ 45 歳くらいまでの独身男
　　　性の親。20 ～ 40 歳くらいまでの独身女性
　　　の親（住所不問）
定員：50 人（独身男性の親 25 人、独身女性の親 25 人）
参加費：2,500 円（フラワーセンター入園料含む）
募集期間：11/16（金）まで
申込方法：所定の申込用紙（市ホームページからダウンロード可）に記入
　　　　　し、お子様の写真・身分証明書（運転免許証等）の写しを添付
　　　　　の上、下記へ持参または郵送してください。
申込先：人口増政策課☎㊷ 8700

食品を購入するときに、その選択の
重要な手がかりとなるのが「表示」
です。表示は正確に分かりやすく、
見やすく行う必要があります。適正
な食品表示を行うための表示方法等
の講座を、食品の製造業者、小売・
卸・流通業者の方を対象に開催しま
す。日時・場所等の詳細はホームペー
ジ（http://www.maff.go.jp/j/jas/jas_
kouza.html）でご確認ください。
問合先：農林水産省近畿農政局神戸
地域センター☎ 078-331-9943

食品事業者表示適正化技術講座
北播磨地域の特産品・地場産品を一堂
に集めて展示・販売します。今年は「小
野市産業フェスティバル 2012」と同
時開催し、様々なステージイベントや
体験コーナーなども行われます。加西
市からは、ご当地バーガー「へらへと
バーガー」などを販売します。
日時：10/20（土）、21（日）
10:00 ～ 16:00
場所：小野市うるおい交流館エクラ
周辺（小野市中島町 72 番地）
問合先：北播磨じばさん元気市（小
野商工会議所内）☎ 0794-63-1161

北播磨じばさん元気市

■ファミサポふれあいサロン
第 8 回「フラワーアレンジメント」
あなただけのアレンジを楽しみま
しょう。
日時：11/10（土）10:00 ～ 11:00
場所：アスティアかさい 3 階交流室
定員：15 人
参加費：300 円※材料費は別途必要
募集期間：10/12（金）～
申込先：加西市ファミリーサポートク
ラブ☎㊷ 0111

加西市ファミリーサポートク
ラブからのお知らせ

こんしんかい ■コミュニティバスのデザインが新しくなります
　今秋、加西市コミュニティバスが生まれ変わります。加西市の観光大使「ね
っぴ～」を載せたデザインで、9 月に市内の小学生による投票を行いました。
お披露目は 11 月 10 日（土）を予定しています。
ご期待ください。

高齢者への理解を深め、住み慣れた
地域で支えあって生活できるよう、
高齢者の健康増進や介護予防に関す
る知識・技術と、家庭での自立にむ
けた介護の知識・技術を初歩から習
得する講習を開催します。
日時：11/19（月）、26（月）、29（木）
10:00 ～ 15:30（29 日は 16:00 まで）
場所：健康福祉会館 2 階研修室 1
対象：満 15 歳以上で原則として 3 日
間出席できる方（半日単位の受講も可）
講師：多可赤十字病院看護師
定員：20 人（先着順）
参加費：1,000 円（教材費・傷害保険料）
持ち物：筆記用具、実技のしやすい
服装※昼食は各自ご準備ください。
申込方法：下記へ電話または所定の
申込書を郵送、FAX してください。
申込書は福祉企画課、社会福祉協議
会、地域交流センターにあります。
申込期間：10/10（水）～ 11/9（金）
申込先：福祉企画課☎㊷ 8724
FAX ㊸ 1801

赤十字健康生活支援講習

自動交付機停止のお知らせ
市役所 1 階とアスティアかさい 3 階
に設置しています、住民票・印鑑証
明・税証明を交付する自動交付機は、
停電のため、10 月 13 日（土）は停
止します。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。
問合先：市民課☎㊷ 8720

姫路の伝統工芸である姫路独楽をは
じめ、応接セット、木工家具、靴、
革製品など約 280 種類・約 3,000 点
の刑務所作業製品の展示即売や日々
の活動のパネル展示など行います。
日時：10/20（土）、21（日）
10:00 ～ 16:00 ※ 21 日は 15:00 まで
場所：姫路少年刑務所構内（姫路市
岩端町 438 番地）☎ 079-293-4133

第26回姫路矯正展

問合先：人口増政策課☎㊷ 8700


