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お詫びと訂正
　広報かさい 8 月号に折り込みしていました、別冊保
存版「鶉野飛行場の歴史」4 ページのタイトルで「鶉野
平和記念の碑の建立」とあるのは誤りで、
正しくは「鶉野平和祈念の碑の建立」でし
た。お詫びして訂正します。
問合先：秘書課☎ 42-8701

「まちライブラリー」を始めてみませんか
　まちライブラリ
ーは、自分が読み、
人に薦めたい本に
メッセージを添え
て寄贈してもらい、
それを集めて小さ
な本棚を作る「小さな私設図書館」のことです。本の
テーマを絞ることで、子育てや旅行、食など共通のテ
ーマを持つ人が集い、交流する場が生まれます。本で
つながる場づくりを始めてみませんか。

資格／飲食店や広場、定期的な交流の場を提供できる
場所で、簡単な本の貸し借りの事務が行えること
特典／まちライブラリーグッズ（本の貸し出しに必要
な物）と市内のリノベーショングループ「hoomu」
が作った本棚を一つプレゼント
募集数／ 10 件　※多数の場合は事務局で選定
申込／設置場所の写真と住所・氏名（管理される方）・
連絡先を記載のうえ、メールまたは FAX
募集期間／ 9 月 20 日（火）まで
申込先／観光まちづくり協会☎ 42-8715
　　　　℻ 42-8745　kanko@city.kasai.lg.jp

臨時福祉給付金の申請受付は 9月1日から 問合先／福祉企画課☎42-8724　℻43-1801
　　　　fukuki@city.kasai.lg.jp

　平成 28 年度も「臨時福祉給付金」が支給されます。加えて遺族・障害基礎年金受給者には「遺族・障害基礎年金受
給者向け給付金」も支給されます。対象となる可能性がある方には、8 月末に案内文書を送付しています。

臨時福祉給付金 遺族・障害基礎年金受給者向け給付金

支給対象者

平成28年1月1日時点で加西市に住民登録があり、
平成 28 年度市民税が課税されていない方
※市民税が課税されている方の扶養親族等や生活
保護の受給者、申請前に死亡された方は対象外です。

臨時福祉給付金の支給対象者のうち、平成 28 年 5 月
分の障害基礎年金・遺族基礎年金を受給されている方
※今春、高齢者向け給付金（30,000 円）を受給され
た方を除く。

支給額 対象者 1 人につき 3,000 円 対象者 1 人につき 30,000 円

申請方法

申請書に必要事項を記入・押印し、次の書類を返信用封筒に入れて郵送または窓口で申請してください。
・対象者全員の本人確認書類（免許証・住基カード（写真付）・旅券、健康保険証など）の写し
・振込口座の通帳またはキャッシュカードの写し
※年金受給確認書類が必要な場合があります。

申請期間・場所
9 月 1 日（木）～ 10 月 31 日（月） ／ 市役所 1 階　給付金受付窓口
11 月 1 日（火）～平成 29 年 1 月 31 日（火） ／市役所 1 階　福祉企画課　
※平日 8:30 ～ 17:15（年末年始除く）。郵送の場合は平成 29 年 1 月 31 日（火）必着。

不育症の検査・治療の治療費を助成 問合先／健康課（健康福祉会館内）☎42-8723
　　　　℻42-7521　kenko@city.kasai.lg.jp

　不育症（2 回以上の流産や死産などがあること）
の検査・治療を受けた夫婦に対して、経済的負担を
軽減するため、治療費を助成します。

対象／①～③の全てに該当する方
①加西市に住所を有し、法律上婚姻をしている夫婦
②検査または治療開始時の妻の年齢が 43 歳未満
③夫婦の前年所得額が 730 万円未満
助成金額／上限 15 万円

対象経費／加西市に住所を有する期間に医療機関で受けた、
医療保険が適用されない不育症の検査・治療（平成 28 年 4
月 1 日以降）の費用
申請方法／①～④を持参し、健康課へ申請してください。
①不育症治療費助成事業申請書
②不育症治療費助成事業受診等証明書と薬局用の同証明書
③医療機関が発行する領収書
④夫婦の所得を証明する書類（所得証明書など）
※申請書は健康課にあります（市ホームページも可）。
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北条鉄道を利用して「サツマイモほり」をしま
しょう。マイカーでの参加もできます。

北条鉄道「サツマイモほり体験」参加者募集

日時：10/1（土）、2（日）
10:00 ～ 12:00 ※雨天中止
場所：西笠原営農組合農園
　　　※播磨下里駅（徒歩約 20 分）から案内します。
定員：各日先着 50 組（家族やグループ）
参加費：1 組 1,000 円　※北条鉄道を利用された方は 1 組 300 円引き
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
※無料でおにぎりやさつまいもの天ぷらもあります。
募集期間：9/1（木）9:00 ～　　申込先：北条鉄道㈱☎ 42-0036

講座・イベント

人権映画会
 「ある精肉店のはなし」

大阪府貝塚市、牛の命と全身全霊で
向き合うある精肉店から始まる。家
業を継ぎ 7 代目となる兄弟の心に
あるのは、被差別部落ゆえのいわれ
なき差別を受けてきた父の姿だっ
た。差別のない社会にしたいと、地
域の仲間とともに部落解放運動に参
加する中で、いつしか地域や家族も
変わっていった。命を食べて人は生
きる。「生」の本質を見続けてきた
家族の記録です。
日時：9/17（土）① 14:00 ～ 16:00
② 18:00 ～ 20:00　※ 2 回目上映
後、北出昭さん（貝塚市人権協会会
長）によるミニトークもあります。
場所：アスティアかさい 3 階多目
的ホール
定員：各回先着 90 人
入場：無料
問合先：人権推進課☎ 42-8727

法務局公開講座と休日相談
■公開講座「未来につなぐ相続登記」
日時：10/2（日）13:30 ～ 14:30
場所：神戸地方法務局加古川支局（加
古川市野口町良野 1749）
講師：築山正樹さん（神戸地方法務
局加古川支局統括登記官）
受講料：無料
■休日相談所（無料・予約不要）
不動産の相続登記、婚姻・離婚の戸
籍の問題など、市民の皆さまの悩み
や疑問に対して、相談に応じます。
秘密は厳守します。
日時：10/2（日）10:00 ～ 16:00
相談員：公証人、司法書士、土地家
屋調査士、人権擁護委員、法務局職員
問合先：神戸地方法務局加古川支局
総務課☎ 079-424-3555

かさいカルチャークラブ
 「初心者ギター講座」

日時：9/4、18、10/9、16、11/6、
20 の全 6 回。曜日は日曜日で、時
間は 10:00 ～ 11:00。
※無料体験もできます。
対象：10 歳以上　　定員：10 人
受講料：6,480 円（全 6 回分）
持ち物：クラシックギター
※初回のみ貸出可
場所・申込先：市民会館☎ 43-0160

人権フィールドワーク
淡路人形座（人形浄瑠璃観賞など）
と北淡震災記念公園を訪問し、人権
について学びます。
日時：10/29（土）9:00 市役所出発
定員：先着 20 人
参加費：1,000 円※昼食は自己負担
募集期間：9/30（金）まで
申込先：人権推進課☎ 42-8727 障がい者の社会参加を支援

■世界遺産：古都奈良の文化財をめ
ぐる
東大寺、興福寺、奈良公園などを訪
れ、社会見学をします。誰でも参加
できます。
日時：10/4（火）9:00 ～ 17:00
集合場所：市役所駐車場
定員：先着 25 人
参加費：3,000 円（昼食、拝観料、
保険代など）
募集期間：9/20（火）まで
申込先：NPO 法人庵ノ上☎ 47-2055
ann-no-ue@kind.ocn.ne.jp

舞台鑑賞会
 「みてても、いい？」

■くわえ・ぱぺっとステージ＆人形
芝居ひつじのカンパニー  合同作品
日時：9/10（土）15:00 ～ 16:00
場所：市民会館 3 階小ホール
参加費：1,000 円（会員は 800 円）
※ 3 歳以下無料
問合・申込先：加西おやこ劇場
☎＆℻ 43-0830秋からはじめようダンス

日程：9/19（月）、10/3（月）、10
（月）、24（月）
クラス・時間
ヒップホップ入門 19:00 ～ 20:10
ヒップホップ初級 20:20 ～ 21:40
場所：アスティアかさい 3 階ライ
トスポーツスタジオ
講師：MU-TSU fromPOKER ☆ FACE
対象：5 歳以上　　参加費：無料
主催：地域交流センター登録団体 Do-it
申込先：同センター☎ 42-0106

加西市老連文化展
書道、水墨画、日本画、洋画、写真、
手芸、工芸、俳句、短歌など。老人
クラブ会員の力作ぞろいの作品展。
日時：10/1（土）～ 10/5（水）
10:00 ～ 18:00 ※ 10/5 は 15:00 まで
場所：アスティアかさい 3 階地域
交流センター
問合先：老人クラブ連合会☎ 42-5670


