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■加西に捕虜がいたころ
　～第1次世界大戦と青野原俘虜収容所～

■講演会
日時：2/9（土）10:00 ～ 12:00　※ 9:30 開場
場所：アスティアかさい 3 階多目的ホール
講師：神戸大学人文学研究科の大津留厚教授
定員：90 人　※予約不要
参加費：300 円
■写真展示
期間：2/1（金）～ 20（水）　　場所：図書館内
問合先：図書館郷土資料係☎㊳ 0106

　大正時代、第 1 次世界大戦に参戦
した日本は、中国の青島（チンタオ）
での戦いで、ドイツ・オーストリア兵
の俘虜（捕虜）を得ることになります。
俘虜は、各地に設けられた俘虜収容所
に収容されることになり、青野原にも
大正 4 年に建設されました。収容所
内では文化的な生活が保障され、定期
的な周辺名所への遠足や地元民との交
流もありました。

　俘虜の生活実態や加西地域に与えた影響と欧州人が見た日本を、講演会
や写真展示で味わいます。
　また、青野原俘虜収容の研究は現在も続けています。収容所や俘虜の情
報をお持ちの方は、ぜひお聞かせください。

姫路師範とのサッカー交流戦

■図書館の休館のお知らせ
　市立図書館は、約 19 万点ある所蔵資料の一
斉点検と、資料の整理や機器などの点検・修理
のため、下記の期間休館します。ご不便をおか
けしますが、ご理解・ご協力をお願いします。

休館期間：2/21（木）～ 28（木）

貸出日 冊数・期間

本・録音図書など 2/ 7（木）～ 20（水） 20 冊まで 3 週間

雑誌
2/14（木）～ 20（水）

10 冊まで 2 週間

DVD・CD など 4 本まで 2 週間

問合先：図書館☎㊷ 3722

貸出延長期間

くらし

シルバー人材センターからの
お知らせ

昨年 4 月 1 日から公益社団法人へ移
行し、就業時間の制限など適正就業
の徹底により、収支が大きな赤字に
なっています。事業の効率化による
経費節減と嘱託員制度の導入等によ
る人件費の抑制に努めていますが、
厳しい運営状況のもと、現行の事務
費率では改善が困難なため、下記の
とおり事務費率のアップをお願いさ
せていただきます。発注者の方々に
は、ご迷惑をお掛けすることをお詫
びするとともに、ご理解いただきま
すようお願いします。
事務費率：現行 7％  →  改定後 10％
適用日：4/1（月）から
問合先：（公社）加西市シルバー
人材センター☎㊷ 4380

縦覧期間：2/1（金）～ 14（木）
8:30 ～ 17:15
縦覧場所：都市計画課（市役所 5 階）
意見提出：意見がある方は 2/28（木）
までに、兵庫県知事に意見書を提出
することができます。
問合先：都市計画課☎㊷ 8753

加西市西高室土地区画整理事
業の事業計画（案）の縦覧

体調を崩しやすい冬季は血液の在庫
が少なくなる季節です。安定した血
液確保のため、一人でも多くの方の
献血が必要です。皆さまのご協力を
お願いします。400ml 献血のみの受
付です。
■加西ライオンズクラブ主催
日時：2/14（木）10:00 ～ 12:00、
13:00 ～ 16:00
場所：市役所 1 階市民ホール
■加西北条ライオンズクラブ主催
日時：2/19（火）10:00 ～ 11:45、
13:00 ～ 16:00
場所：イオンモール加
西北条
問合先：健康課
☎㊷ 8723

献血は身近にできるボランティア

本 堂 参 拝 と 写 経
体験をします。お
茶・お菓子のサー
ビスもあります。
日時：3/8（金）8:00 ～ 10:30
場所：羅漢寺（北条町）
定員：10 人（先着順、要予約）
参加費：1,500 円（写経代含む）
申込先：羅漢寺☎㊸ 0580

朝のお勤めと写経体験
in五百羅漢

2月は児童手当の支給月です
平成 24 年 10 月から平成 25 年 1 月
の 4 カ月分を支給します。入金は通
帳記帳などでご確認ください。
振込日：2/8（金）
※申請の時期によっては、振込日が
変わることがあります。
問合先：地域福祉課☎㊷ 8709

斎場の休業のお知らせ
加西市斎場は、火葬炉制御盤などの
老朽化に伴う更新等の工事を行うた
め、下記の期間休業します。その間
の火葬は、近隣市町の斎場をご利用
していただくことになります。手続
き等は、死亡届提出時にご案内しま
す。ご不便をおかけしますが、ご理
解ご協力をお願いします。
期間：2/18（月）～ 24（日）
問合先：環境課☎㊷ 8716

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
■まめまき会
ますを作って、豆ま
き や ペ ー プ サ ー ト

（人物などを描いた
紙に棒をつけたものを動かして演じ
る人形劇）もあります。
日時：2/4（月）11:00 ～ 12:00
■ 3 歳さんおいでおいで
対象児：H20.4 月～ H22.3 月生まれ
日時：毎週月曜日 13:30 ～ 14:30
≪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ましょう。
日時：2/19（火）10:30 ～ 11:30
問合先：ねひめキッズ☎㊷ 5710

ねひめキッズからのお知らせ

■ファミサポふれあいサロン
「おひなまつり会」

絵本の読み聞かせやオカリナ演奏も
あります。
日時：3/3（日）13:30 ～ 15:00
場所：アスティアかさい 3 階会議室
定員：15 組（大人 1 人の参加可）
参加費：300 円
募集期間：2/1（金）～
■手作りおひなさまと吊り飾り展示
同クラブのサロン・交流会で作った
おひなさまや吊り飾りを展示します。
期間：2/18（月）～ 3/3（日）
場所：アスティアかさい 3 階ウォー
ルギャラリー

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

集団乳がん検診のお知らせ
平成 24 年度に市が実施
する、集団乳がん検診
の最終受付をしていま
す。 市の検診では、 マ
ンモグラフィ検査と視触診検査の他
に、乳がんのセルフチェックの方法
などの話もあります。まだ受診され
ていない方は、検診を受けましょう。
日程：2/18（月）、20（水）
場所：健康増進センター
定員：各日 30 人
料金：40 歳代 3,000 円
　　　50 歳以上 2,800 円
申込先：健康課☎㊷ 8723

■バレンタインケーキ作り
ケーキを作りながら、ママ友同士お
話しましょう。
日時：2/13（水）10:00 ～ 12:00
場所：アスティアかさい 3 階キッチ
ンルーム
対象：子育て中のママ
参加費：500 円
持ち物：エプロン、
三角巾
募集期間：2/7（木）9:00 ～
主催：登録団体まちの子育てひろば
応援団
■かさいウィンターフェスティバル
こども英語発表会、外国人による日
本語発表、アトラクション。また多
国籍飲食ブースなどもあります。
日時：2/24（日）13:30 ～ 16:30
※飲食ブースは 11:00 ～
場所：アスティアかさい 3 階地域交
流センター
主催：加西市国際交流協会

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

加西市医師会の医師から、「肩の痛
みについて」詳しく学びます。
日時：2/22（金）13:30 ～ 15:00
定員：50 人
場所・申込先：健康増進センター
☎㊷ 3621

健康講習会

かさい消費者フェア
加西市くらしと生活を守る会は、私
たちの健全な生活と環境問題や消費
者問題を考える講座を行います。
日時：3/2（土）13:00 ～ 15:00
場所：アスティアかさい 3 階集会室
講師：井上千秋さん（助産師）
■活動展示
消費者問題（悪徳商法、環境問題等）
や同会の活動などを展示します。
期間：3/4（月）～ 11（月）
場所：アスティアかさい 3 階ウォー
ルギャラリー
問合先：ふるさと創造課☎㊷ 8706


