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くらし

第 1 回「伝え方のコミュニケーションセミナー」
日時　9/12（水）19:00 ～ 21:00
場所　アスティアかさい 3F 集会室
講師　今村 明浩さん（IMAMURA 企画代表）

～かさいまちあそびプレゼンツ～
「市民活動のための入門セミナー」参加者を募集！
市民活動を行っている団体・個人を対象に、事業の企画・運営能力、内部
コミュニケーションの向上を図るセミナーです。

定員　各セミナーともに先着 60 人（参加無料）
対象　市内で市民活動を行っている、もしくは行おうと考えている方
申込方法　下記内容をメールまたは fax で申し込んでください。
①希望のセミナー ②氏名 ③団体名（あれば） ④住所 ⑤電話番号
申込開始　9/6（木）から　　申込期限　各セミナー開催日の 2 日前まで
問合先　かさいまちあそび運営事務局（文化・観光・スポーツ課内）
☎ 42-8756　fax42-8745　kanko@city.kasai.lg.jp

第 38 回加西観月の夕べ
加西市茶道協会によるお茶席です。
秋の夕べに美しい月を眺めながら、
野だてを行います。
日時：9/24（月 ･ 祝）16:00 ～ 20:00
場所：健康福祉会館
お茶席：一席 400 円
茶席券販売場所：観光案内所（北条
町駅内）、観光まちづくり協会（市
文化・観光・スポーツ課内）
主催：加西市茶道協会
問合先：観光まちづくり協会
☎ 42-8715

高齢者・障害者のための
 成年後見相談会

成年後見制度全般に関する面接によ
る個別相談を行います。
日時：9/15（土）10:00 ～ 16:00
場所：加東市社福祉センター（加東
市社 26 番地）
問合先：兵庫県司法書士会総合相談センター
☎ 078-341-2755（平日 9:00 ～ 17:00）

今村さん

宝楽さん

加西市定例教育委員会
どなたでも傍聴できます。
日時：9/19（水）14:00 ～
場所：市役所 5 階大会議室
問合先：教育総務課☎ 42-8770

イベント・教室のお知らせ
●大人のよか余暇くら部
内容：ソフトバレーボール
日時：9/28（金）19:00 ～ 20:30 
場所：勤労者体育センター
対象：20 歳～ 60 歳の方
持ち物：運動靴、飲み物、タオル
●休日リフレッシュ教室
内容：リラクゼーションストレッチ
日時：9/30（日）10:00 ～ 11:00
場所：健康福祉会館
持ち物：上履き、飲み物、タオル
･････････････････････････････････
定員：いずれも先着 20 名（参加無料）
申込先：健康福祉会館☎ 42-6700

知的障がい者・児　福祉相談会
日時：9/12（水）10:00 ～ 12:00
場所：健康福祉会館ふれあいの間①
問合先：地域福祉課☎ 42-8725

外国人雇用は適正に！
雇い入れ・離職時の届出と適切な雇
用管理は事業主の責務です。事業主
の方が守らなければならないルール
や配慮していただくべき内容をご理
解の上、適正な外国人雇用をお願い
します。詳しくは、ホームページを
ご覧ください。
問合先：厚生労働省兵庫労働局職業
対策課☎ 078-367-0810

公立幼保の入園案内説明会
平成 31 年 4 月以降に入園を予定さ
れているお子さまの家庭を対象に、
公立幼保施設（認定こども園・幼児
園・保育所）の入園案内説明会を行
います。
日時：9/21（金）① 9:00 ～
② 10:30 ～　③ 14:30 ～
9/26（水）④ 9:00 ～  ⑤ 10:30 ～
※全て同じ内容です。
場所：市役所 1 階多目的ホール
問合先：こども未来課☎ 42-8726

第 2 回「会議を活性化させるファシリテーションセミナー」
日時　9/26（水）19:00 ～ 21:00
場所　アスティアかさい 3F 集会室
講師　宝楽 陸寛（NPO 法人 SEIN 事務局長）

アコースティック
 フェスティバル 2018

疲れた身体と心を、爽
やかなアコースティッ
クサウンドでリフレッ
シュしませんか？お楽
しみ抽選会もあります。
日時：9/8（土）15:00 ～ 17:30
場所：アスティアかさい 3 Ｆ多目的ホール
出演者：カリンボ、あずまつるぎざ
か楽団、sho-ko ♪、箱庭、Middle 
West
スペシャルゲスト：千城恵さん（元
タカラジェンヌ）
入場料：500 円（小学生以下無料）
定員：96 人（申込不要）
主催：加西もりあげ隊
問合先：㈱紅善 三枝☎ 42-1175
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第29回 加西まち活ゆめ広場　

松田さんは、人と人とのつながりを重視した施
策と、商店街の観光を中心に活動されていま
す。神戸市東灘区の岡本商店街を日本で一番有
名な商店街にするために、やってこられたさま
ざまな取り組みについてお話をしていただき
ます。

将来の年金額を増やしたい
 方は「付加年金」を

国民年金第 1 号被保険者と任意加
入被保険者は、定額保険料（月額
16,340 円）に加えて付加保険料（月
額 400 円）を納付することで、将
来の老齢基礎年金に付加年金分が上
乗せされます。上乗せされる付加年
金の年額は、200 円×付加保険料
納付月数です。付加年金を 2 年以
上受け取ると、支払った付加保険料
以上の付加年金が受け取れます。た
だし、国民年金基金に加入中の方や
年金保険料を免除されている方は、
付加保険料の納付ができません。
問合先：市民課☎ 42-8722
加古川年金事務所☎ 079-427-4740

「裁判傍聴会」のご案内
兵庫県弁護士会では、2009 年度
から制度が開始された「裁判員制
度」や弁護士活動を、市民の方々
に理解していただくため、「裁判
傍聴会」を開催しています。
日時：9/26（水）9:15 ～ 13:00
集合場所：兵庫県弁護士会館（神
戸市中央区橘通 1-4-3）
定員：18 人（多数の場合は抽選）
申込方法：開催日、住所、氏名、職業、
年齢、電話番号を記入のうえ、はが
きまたはメールで申し込みください。
申込期限：9/18（火）必着
申込・問合先：兵庫県弁護士会司
法問題対策委員会☎078-341-7061 
bengoshikai@hyogoben.or.jp

東播都市計画決定市原案の縦覧
内容：●用途地域（中野・下宮木地
区）の変更決定原案
●中野地区地区計画の変更決定原案
期間：9/11（火）～ 25（火）まで
閲覧場所：都市計画課（平日 8:30
～ 17:15）※縦覧期間中は参考図
書を市ホームページに掲載します。
意見提出：縦覧期間中に閲覧場所で
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

秋の全国交通安全運動
兵庫県警音楽隊がやってきて、秋の
全国交通安全運動キャンペーンを行
います。交通事故に遭わない、起こ
さないため、分かりやすく説明しま
す。その後は、音楽隊のすてきな音
楽をお聴きください。
日時：9/23（日）10:30 ～ 11:30
場所：フラワーセンター正面エント
ランス
問合先：加西警察署交通課総務係
☎ 42-0110

B 型肝炎被害者救済のための
 無料相談・説明会

幼少時の予防接種により B 型肝炎
ウイルスに感染した被害者に対し
て、給付金を支払う特別措置法が制
定されました。給付金を受けるため
の手続きや制度の詳しい仕組みを説
明します。
日時：11/4（日）13:00 ～ 15:00
場所：健康福祉会館ふれあいの間①
問合先：全国 B 型肝炎訴訟大阪原
告団・弁護団☎ 06-6647-0300（平
日 9:00 ～ 17:00）

お詫びと訂正
8 月広報に掲載しています 10 月実
施の「健康大学」の講師名に誤りが
ありました。訂正し、お詫び申し上
げます。
・10 月 11 日の講師名
誤：小野寺健介
正：小野寺建介
・10 月 17 日の講師名
誤：成瀬一弘
正：鳴瀬一弘
問合先：健康課☎ 42-8723

家族介護教室「リフレッシュ
 しながら、らくらく介護」

介護に役立つ技術の習得や介護者の
リフレッシュの場です。
●第 1 回「自分を責めない、後悔
しないための介護の方法」
日時：10/9（火）13:30 ～ 15:00
●第 2 回「家庭における介護食・
嚥下食について」
日時：11/5（月）13:30 ～ 15:00
●第 3 回「排泄ケアセミナー」
日時：12/5（水）13:30 ～ 15:00
●第 4 回「食べる・話す・笑う」
いつまでもおいしく食べるために
日時：1/24（木）13:30 ～ 15:00
･･･････････････････････････････
場所：健康福祉会館
対象：現在介護をされている方や介
護に関心のある方
定員：30 人※各回のみの参加も可
参加費：無料
申込先：加西白寿苑☎ 43-9800

ゲスト：岡本商店街振興組合理事長　松田　朗（まつだ　あきら）さん
日時：9/25（火）ゲストトーク 18:30 ～ 20:30  交流会 20:30 ～ 21:30
場所：えぇもん王国（北条町横尾 473-1）　募集期間：9/19（水）まで
参加費：ゲストトークは無料。交流会は 1,000 円（軽食付）。
申込先：観光まちづくり協会☎ 42-8715　kyokai@kanko-kasai.com

松田さん

～ 楽しいことで街をもりあげる ～


