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保育所に来て親子みんなで遊びましょう。
日時：
11/12（月）10:00 ～ 11:30 泉第一保育所
11/13（火）10:00 ～ 11:30 北条南保育所
11/20（火）10:00 ～ 11:30 田原保育園
11/28（水）10:00 ～ 11:30 九会保育園
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：泉第一保育所　☎㊹ 1968
　　　　北条南保育所　☎㊷ 3162
　　　　田原保育園　　☎㊾ 0148
　　　　九会保育園　　☎㊾ 0142

保育所であそぼう。参加者募集

11 月 15 日から 25 年 2 月 15 日（シ
カ・イノシシについては 25 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（ハイカー）の皆さんへ
①黄色などの目立つ服装を心がけて
ください。白色タオルはシカと間違
えられやすいため、使用を控えてく
ださい。
②休日は狩猟者が集中しますので、
特に注意してください。
③「わな」は非常に危険ですので、
設置の看板がある場所へは近づかな
いでください。
問合先：農政課☎㊷ 8741

狩猟解禁に伴う事故防止

開催期間：11/6（火）～ 18（日）
場所：イオンモール加西北条 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

第 11 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：11/21（水）13:30 ～
場所：総合教育センター 2 階会議室 1
問合先：教育総務課☎㊷ 8770

総合教育センターと青少年補導委員
連 絡 協 議 会 は、 青 少 年 が イ ン タ ー
ネット等による被害やトラブルに遭
わないために、情報モラルを守り、
正しく利用する意識を高めることを
目的として、「標語」と「ポスター」
を募集しました。1591 点の応募が
あり、その中から選ばれた優秀な作
品を展示しますので、子どもたちの
力作をご覧ください。
日時：11/11（日）まで 9:00 ～ 22:00
※ 11/11 は 17:00 まで
場所：アスティアかさい 3 階ウォー
ルギャラリー
作品：「標語」は小学 5,6 年生、中学
1 年生、「ポスター」は中学 2,3 年生
問合先：総合教育センター☎㊷ 3723

インターネット等による犯罪・
トラブル防止運動作品展

未就園児の親子を対象に園庭を開放
します。
日時：11/14（水）10:00 ～ 11:30
場所：日吉幼児園園庭など
対象：未就園児の親子 (1 ～ 4 才児 )
費用： 1 人 50 円（傷害保険料）
持ち物：水筒、お手拭、帽子、着替え
募集期間：11/13（火）まで
申込先：日吉幼児園☎㊺ 0324

すくすく・のびのびランド

安全運転を心がけましょう
市内で交通死亡事故
が 発 生 し て い ま す。
秋から冬にかけて日
没時間の急激な早まりとともに、夕
暮れ時や夜間には、重大事故に繋が
る交通事故が多発し、歩行中や自転
車乗用中の死亡事故が増加します。
次のことに注意して、事故防止に心
がけてください。

・自動車を運転される方は早めのヘ
ッドライト点灯。

・歩行者や自転車を利用される方は
反射材等の着用。

・運転するときは酒を飲まない、酒
を飲んだら運転しない、運転する
人に酒を飲ませない。

問合先：危機管理課☎㊷ 8751

公共施設や商業施設等に設置してい
る、障がいのある方などのための駐
車スペースを適正に利用いただく

「兵庫ゆずりあい駐車場制度」の利
用証を交付します。詳細は、兵庫県
ホームページでご確認ください。
対象：障がいのある方や難病患者、
高齢者、妊産婦、傷病人などで歩行
が困難な方
交付場所：地域福祉課☎㊷ 8725

「兵庫ゆずりあい駐車場」
利用証を交付します

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をまだ
されていない事業主は、従業員が安
心して働けるように、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
西脇公共職業安定所☎ 0795-22-3181

11月は「労働保険適用促進強
化期間」です

募 集

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。お気軽にお越しください。
■仕事の依頼をお待ちしています
仕事例：植木剪定、草刈り、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、屋内外軽作業（企業等）など
問合先：（公社）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

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：11/10（土）、12/8（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

「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：11/20（火）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」

神鉄粟生線サポーターズくら
ぶ会員募集

神戸電鉄粟生線を、未来に残したい
と思う地域の方々による、粟生線の
利用促進や沿線地域の活性化を図る
ための集まりです。
年会費：2,000 円
特典：

・神戸電鉄 1 日フリーパス 1 枚
・2013 年オリジナル卓上カレンダー
・神鉄沿線指定店での割引や特典など
申込：北条町駅等にある募集チラシ
または粟生線活性化協議会のホーム
ページから申し込みしてください。
問合先：粟生線サポーターズくらぶ
事務局（三木市美しいまちづくり課）
☎ 0794-82-2000

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：11/13（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

今年度、健診（町ぐるみ健診、医療
機関健診、人間ドック等）を受けら
れた方の結果を振り返る機会とし
て、加西市医師会の横田誠医師（横
田内科医院）が検査値の意味や生活
習慣病などの病気との関係性を説明
します。参加費無料。
日時：12/13（木）13:15 ～ 15:00
場所：健康福祉会館 2 階研修室
定員：50 人
持ち物：健診結果票、筆記用具
申込先：健康課☎㊷ 8723

健診結果説明会

兵庫県最低賃金
兵庫県最低賃金が 10 月 1 日に改正
され、時間額 749 円（10 円増）にな
りました。最低賃金は、パートタイ
マー、アルバイト等すべての労働者
に適用されます。なお、繊維工業外
8 件の特定（産業別）最低賃金につ
いては、12 月に改正される予定です。
問合先：兵庫労働局労働基準部賃金
課☎ 078-367-9154

夫・パートナーからの暴力やセクシャ
ルハラスメント等、女性をめぐる様々
な人権問題について、人権擁護委員
などが電話相談に応じます。無料。
電話相談番号：「女性の人権ホット
ラ イ ン 」0570-070-810（ 全 国 共 通
ナビダイヤル）
日時：11/12（月）～ 16（金）
　　　8:30 ～ 19:00
　　　11/17（土）、18（日）
　　　10:00 ～ 17:00
問合先：神戸地方法務局社支局総務
係☎ 0795-42-0201

全国一斉「女性の人権ホット
ライン」強化週間

■ふるさとひょうご記念貨幣
　「コウノトリ」をデザインした記念貨幣が国から発行
されます。千円貨幣は 11 月上旬から 3 週間、造幣局で
申込受付されます（販売価格 6,000 円～、申込多数の場
合は抽選）。
　5 百円貨幣は金融機関窓口で平成 25 年 1 月頃に額面
同額での交換となります。

千円貨幣

5 百円貨幣

問合先：造幣局☎ 050-5548-8686
　　　　兵庫県地域振興課☎ 078-362-9014

市税滞納者から差し押さえた動産を
インターネット上で公売する「平成
24 年度第 3 回インターネットオー
クション」を開催します。
公売物件：動産
参加申込：11/ 2（金）～ 16（金）
せり期間：11/26（月）～ 28（水）
■動産の下見会
日時：11/7（水）10:00 ～ 15:00
場所：市役所 1 階多目的ホール
※詳細は市ホームページをご覧ください。
問合先：収納課☎㊷ 8714

加西市インターネットオーク
ション開催


