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■なかよし交流会「ベビーダンス」
赤ちゃんを抱っこして音楽に合わせ
てステップを踏めば、いつのまにか
赤ちゃんはスヤスヤ。ママは心身が
すっきりします。
日時：9/13（金）10:30 ～ 11:30
場所：アスティアかさい 3 階ライト
スポーツスタジオ
定員：20 組（大人のみの参加可）
参加費：無料
持ち物：飲み物、抱っこひも、室内
シューズ
募集期間：9/10（火）まで
■ファミサポふれあいサロン
手芸教室「てまりづくり」
日時：9/22（日）、10/13（日）、27（日）
全 3 回 13:00 ～ 15:00
場所：アスティアかさい 3 階会議室
定員：20 人
参加費：1 回 300 円※別途材料費が
必要です。
持ち物：裁縫道具
募集期間：9/15（日）まで

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

はりま矯正展
受刑者が製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：9/28（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

くらし

兵庫県は「さとの空き家活用支援事
業」として、空き家に居住するため
の、水回り等の改修工事費の一部を
補助します。
地域：市街化区域を除く多自然地域
対象住宅：①～③全てを満たす住宅
①木造在来工法により建築された一
戸建ての住宅②水回り設備等の改修
工事が必要と認められる住宅③ 10
年以上居住することが明らかな住宅
対象者：空き家に居住する方または
空き家を賃貸住宅として活用する方
助成額：最大 100 万円（上限 1/3）
対象経費：台所、浴室、便所の改修
工事費や附帯する内外装改修工事費
募集期間：9/30（月）まで
問合先：人口増政策課☎㊷ 8700

空き家に居住するための改修
工事費の一部を助成（2次募集）

北条鉄道「サツマイモほり体験」参加者募集
　北条鉄道を利用して「サツマイモほり」をしましょう。

日時：10/5（土）、6（日）　※雨天中止
　　　※法華口駅に、上り 10:54 着、下り 11:19 着
　　　　の列車で下車されたグループまたは家族が対象
場所：西笠原町営農組合　農園　※法華口駅から案内します。
定員：各 50 組　※要予約　　参加費：1 組 300 円　
持ち物：園芸用スコップ、サツマイモを入れる袋、汚れてもよい服装
問合先：北条鉄道㈱☎㊷ 0036

日時：10/26（土）9:00 ～ 12:00
場所：新池（下宮木町、
南部公民館南側）
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。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：10/18（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

雑魚取り大会（下宮木町）

北条鉄道等沿線スタンプラリー
　北条鉄道・JR 加古川線・神戸電鉄粟生線の駅や、
沿線の施設でスタンプを集めて賞品をゲットしよう。
パンフレットに掲載の駅、交流施設に設置のスタン
プを集めると、抽選で素敵な賞品をプレゼント。

期間：11/20（水）まで
パンフレット配布場所：北条町駅、かさい愛菜館、五百羅漢、アスティア
　　　　　　　　　　　かさい、市役所、市内公民館ほか
スタンプ設置場所：北条町駅、加西市観光まちづくり協会観光案内所、か
　　　　　　　　　さい愛菜館、五百羅漢ほか
応募方法：パンフレット掲載の駅スタンプ 1 つと交流施設スタンプ 2 つ
　　　　　を集めて応募してください。
賞品：沿線市町自慢の特産品（1 万円相当）6 人　ほか合計 61 人
問合先：人口増政策課☎㊷ 8700
　　　　加古川線等利用促進・沿線地域活性化協議会☎ 0795-42-9081

法務局公開講座と休日相談
相続制度、不動産の相続登記申請手
続きについての講座と市民の皆さま
の悩みや疑問に対して、無料で休日に
相談を行います。
■公開講座（要予約）
日時：10/6（日）2 回開催
① 10:00 ～ 11:30　② 14:00 ～ 15:30
場所：神戸地方法務局社支局（加東
市社 539-2）
定員：各 16 人（要予約・先着順）
受講料：無料
■休日相談所
日時：10/6（日）10:00 ～ 16:00
※予約を優先します。
申込先：神戸地方法務局社支局総務
係☎ 0795-42-0201

■家事援助サービス
子育てやお一人で困っている方の家
庭内清掃などをお手伝いします。
費用：1 時間 935 円※調理や介助を
必要とする場合は 1 時間 990 円
■サービス提供者募集
家庭内清掃、洗濯、買物、調理など
をしていただける方を募集します。
問合先：（公社）加西市シルバー
人材センター☎㊷ 4380　℻㊷ 4588

家庭内清掃、洗濯、買物、調
理などのお手伝いをします

9 月 21 日から 30 日の間、秋の全国
交通安全運動が行われます。秋の深
まりと共に日没が早くなります。夕
暮れ時や夜間は、重大事故に繋がる
おそれのある事故が多発し、歩行中・
自転車乗用中の死亡事故が増加しま
す。交通ルールを守り、安全運転に
努めてください。また、飲酒運転は
絶対にしないようにしましょう。
■重点項目

・ 夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車
乗用中の交通事故防止（反射材用品
等の着用の推進及び自転車前照灯の
点灯の徹底）

・全ての座席のシートベルトとチャ
イルドシートの正しい着用の徹底

・飲酒運転の根絶
・早めのライト点灯の推進
問合先：危機管理課☎㊷ 8751

秋の全国交通安全運動

高齢者や障がい者の成年後見制度の
利用について、概要や相続、遺言、
財産管理、消費者被害などの相談を
行います。
日時：9/21（土）10:00 ～ 16:00
場所：加東市社福祉センター（加東
市社 26）
相談員：（公社）成年後見センター・
リーガルサポート兵庫支部の司法書士
問合先：同支部社地区事務所
☎ 0795-42-0233

高齢者・障がい者のための成
年後見制度の無料相談会

市民会館からのお知らせ

■しまじろうコンサート「おとぎのくにのだいぼうけん」
　しまじろうや仲間たちといっしょに、歌って踊って、お
とぎの国を冒険しよう。
日時：H26.2/8（土）① 11:30 ～② 14:30 ～※開場 30 分前
入場料：全席指定 1,900 円　※ 3 歳以上有料
チケット発売：10/12（土）～

■はいだしょうこファミリーコンサート with いとうまゆ
　元気いっぱいの楽しいステージです。
日時：12/22（日）① 12:00 ～② 14:30 ～※開場 30 分前
入場料：全席指定 2,500 円　※ 1 歳以上有料
チケット発売：10/12（土）～

チケット発売先：市民会館、イオン加西北条店ほか
場所・問合先：市民会館☎㊸ 0160

■八代亜紀ふれあいコンサート 2013
日時：11/29（金）① 14:30 ～② 18:30 ～※開場 30 分前
入場料：全席指定 5,000 円　※チケット発売中

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　（T13.9/17 ～ T14.9/16）
満 100 歳（T 元 .9/17 ～ T2.9/16）
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

車上ねらいにご注意を！
市内駐車場や市公園墓地等の駐車場
で、車の窓ガラスが割られ、車内の
荷物が盗まれる「車上ねらい」の被
害や、車のボディなどが傷つけられ
る「器物損壊」事案が多発していま
す。被害に遭わないよう、防犯対策
の強化にご協力をお願いします。
問合先：環境課☎㊷ 8716 
加西警察署☎㊷ 0110

保育所に来て親子みんなで遊びましょう。
日時・場所
10/10（木）10:00 ～ 11:30
九会幼児園☎㊾ 0142
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）

保育所であそぼう。参加者募集

加西特別支援学校の児童・生徒は、
販売やゲームなどを通して、地域住
民とふれあいます。
日時：9/20（金）9:30 ～ 11:35
場所：加西特別支援学校（西笠原町
172-50）☎㊽ 2304

第20回わかばフェスティバル


