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くらし

市民会館からのお知らせ
●ふたり歌劇 promise（誓約）―又
兵衛と幸村―
日時：3/3（日）
出演：桜花昇ぼる(元松竹OSK日本歌
劇団）、鳴海じゅん（元宝塚歌劇団）
オープニングアクト：佐竹法山（尺
八）、加古俊信（歌）
●2 月の１day 講座のご案内
癒しのハーバリウム講座
日時：2/11（月・祝）
うたを歌おう会～生き生き健康に～
日時：2/19（火）
冬のガーデンデザイン座学と土づくり
日時：2/24（日）
パティシエが教えるスイーツ講座
日時： 2/25（月） 
場所・問合先：市民会館☎43-0160

「みんなで選ぶ兵庫の何でも
１５０」に投票を！

県政 150 周年を記念
して「あなたの自慢の
兵庫」を１５ジャンル
の候補の中から県民投
票により選定します。
加西の特産品や観光地
点 な ど も 候 補 と し て
選ばれています。投票結果により、
次世代に伝えたい「兵庫自慢」を
150 個選定されますので、ぜひ投
票をお願いします。
投票期間：2/28（木）まで
投票方法：「みんなで選ぶ、兵庫の
何でも１５０」のホームページから
投票してください。
問 合 先： 文化・観光・スポーツ課
☎ 42-8756

北条コンネ
毎月末の土曜日に北条旧市街地の空
き店舗などを利用して開催するイベ
ント「北条コンネ」。今回は「春待ち」
をテーマにした体験や食でおもてな
し。特製「コンネおでん」もあります！
日時：2/23（土）10:00 ～ 15:00
場所：北条旧市街地（まちなか春陽
堂、O Cha no Ma など）
問 合 先： ま ち な か 春 陽 堂（玉 田）
090-7484-2450

トランプ「神経衰弱」大会
日時：3/3（日）10:00 ～ 12:00
場所：アスティアかさい交流プラザ
部 門： 小 学 生 未 満、 小 学 生 以 上、
18 歳以上、シニア
申込期限：2/25（月）まで
※各部門 2 名以上で開催します。
※トランプゲームを企画してみたい
方も募集しています。
興味のある方は、ぜひ
ご連絡ください。
申込先：地域交流セン
ター☎42-0106

グラウンドゴルフ協会長杯
日時：3/10（日）8:30 受付
※雨天の場合 3/17（日）に延期
場所：ぜんぼうグリーンパーク
定員：先着 300 人
参加費：500 円（当日受付で徴収）
申込：公民館にある申込用紙を FAX
募集期間：2/5（火）～ 28（木）
申 込 先： 同事務局（大西） ☎ 43-
0313（午後 8 時以降） fax20-7197、
または（杉本）☎＆ fax46-0727

水道管の凍結にご注意を
寒さは、水道管の大敵です。気温が
マイナス 4 度以下（風当たりの強
い所はマイナス 1 度～マイナス 2
度）になると水道管が凍結して水が
出なくなったり、水道管が破裂した
りすることがあります。
特に「低温注意報」が発表された日
の夕方から翌朝にかけては注意が必
要です。水道メーターも凍結し破損
することが有りますので、定期的に
ご確認ください。
問合先：上下水道課☎ 42-8796

加西市定例教育委員会
どなたでも傍聴できます。
日時：2/19（火）14:00 ～
場所：市役所 1 階多目的ホール
問合先：教育総務課☎ 42-8770

10月分～ 1月分の児童手当
 の支給日は 2月8日（金）

入金は通帳記帳等でご確認ください。
申請時期によって振込日が変わるこ
とがあります。現況届を提出されて
いない方は至急提出してください。
問合先：地域福祉課☎ 42-8709

テーマ：地域で活動する市民の育て方・探し方
ゲスト：柏木登起さん（NPO 法人 シミンズシーズ代表理事）
日時：2/27（水）ゲストトーク　18:30 ～ 20:00（無料）
　　　　　　　　  交流会　　　　20:00 ～ 21:00（1,000 円・軽食付）
場所：えぇもん王国（北条町横尾 473-1）　 募集期間：2/25（月）まで
申込先：観光まちづくり協会 ☎ 42-8715    kyokai@kanko-kasai.com

第34回加西まち活ゆめ広場
　NPO 法人シミンズシーズ（加古川市）の柏木登起さ
んをゲストにお招きし、お話を聞いて交流します。自分
にできる地域とのかかわり方を通して、市民の役割と可
能性を一緒に考えていきましょう。

柏木さん
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①介護休業制度
介護が必要な家族 1 人につき、93 日まで休業できる制
度。期間中、要件を満たせば休業前賃金の 67％が支給
されます（介護休業給付金）
②介護休暇制度
介護が必要な家族 1 人につき、1 年度に 5 日まで介護休業や年次有
給休暇とは別に取得できる休暇。
③介護のための短時間勤務等の制度
事業主は以下㋐～㋓のいずれかの制度を設けなければなりません。
㋐短時間勤務制度　㋑フレックスタイム制度　㋒時差出勤制度
㋓労働者が使う介護サービス費用の助成その他これに準ずる制度
④介護のための所定外労働の制限
介護終了まで利用できる残業免除の制度
※介護休業制度の申し出等を理由とする解雇等は禁止されています。
詳しくは、お問い合わせください。
問合先：育児・介護休業法…兵庫県労働局☎ 078-367-0850
介護休業給付…ハローワーク西脇☎ 0795-22-3181

いなみ野学園 学生募集
●大学講座（4 年制）
対象：県内在住の 56 歳以上の方
募集学科・定員：園芸 100 人、健
康づくり 100 人、文化 100 人、陶
芸 40 人
受講料：50,000 円（年間 30 日）
募集期間：2/4（月）～ 2/22（金）
※大学院講座（2 年制）もあります。
※詳しくはお問い合わせください。
問合先：いなみ野学園☎ 079-424-
3342

金婚夫婦祝福式典の募集
神戸新聞社では、結婚 50 年を迎え
られたご夫婦を招き、長寿と繁栄を
祝う式典を行います。
日時：5/12（日）13:00 ～
場所：三木市文化会館
対象：昭和 45 年中に婚姻届を提出
した県内在住のご夫婦であれば、ど
なたでも応募できます。
締切：2/28（木）必着※先着順
申込：所定の申込書（市役所総合窓
口と神戸新聞社支社・総局、販売所
にあります）に記入の上、下記まで
申込先：神戸新聞販売所または神戸
新聞社地域活動局☎ 078-362-7086

仕事と介護の両立のための制度をご存じですか？

インターネットオークション
市税滞納者から差し押さえた動産等
をウェブ上で公売するインターネッ
トオークションを開催します。詳し
くは市ホームページをご覧くださ
い。
参加申込：2/14（木）～ 2/26（火）
せり期間：3/5（火）～ 3/7（木）
●下見会について
下見会場は設営しません。興味のあ
る物件や質問等ありましたら、下記
までお問い合わせください。
問合先：税務課☎ 42-8714

就農希望者向けセミナー・ 
 相談会の開催

新規就農者の体験発表、ひょうご就
農支援センターの相談員が農業を始
めるに当たっての心構えを話すほか、
県や加西市をはじめとする各市町が
個別相談に応じます。
日時：2/24（日） 10:00 ～ 16:00
場所：神戸国際会館 9 階（神戸市中
央区御幸通 8 丁目 1-6）
参加費：無料
申込方法：インターネット（「ひょう
ご就農セミナー」）から申し込み
申込期限：2/22（金）まで ※必着
問合先：県農業経営課☎ 078-362-
9194

学校での必要な費用を援助
経済的な理由により、小・中学校への
就学が困難な児童生徒の保護者に、
学校で必要な費用（給食費、校外活動
費等）の一部を援助します。
対象者：①新小学 5 年生、新中学 3
年生の保護者 ②新小学 1 年生、新
中学 1 年生の保護者のうち、新入
学用品準備金の支給を希望する方
受付期間：2/18（月）～ 2/28（木）
提出先：学校教育課または学校
詳細について：対象者①は学校を通
じて配布される案内文書、対象者②
は就（入）学通知書同封の案内文
書をご覧ください。なお、新小学 5
年生、新中学 3 年生以外の学年の
保護者には、5 月にお知らせします。
問合先：学校教育課☎ 42-8772

放送大学4月生募集
放送大学はテレビ等の放送やイン
ターネットを利用して授業を行う通
信制の大学です。心理学・福祉・経
済・歴史・文学・自然科学などの分
野を学べます。
募集期間：2/28（木）まで
問合先：放送大学姫路サテライトス
ペース☎ 079-284-5788

県立ものづくり大学校
 4 月からの入校生を募集

対象：学校等を卒業または会社等を
退職するなど現在就職活動中の方
募集コース：CADコース（定員20名）
出願期間：2/7（木）～ 3/7（木）
選考日：3/13（水）
受講料：無料（諸経費 2 万円程度
は自己負担）
問合先：兵庫県立ものづくり大学校

（姫路市）☎ 079-240-7077


