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おそうじ列車 出発進行！

トイレも心もピカピカに。北条鉄道
を美しくする会では、一緒に駅のト
イレを掃除する方を募集していま
す。（掃除道具・お茶は準備します）。
日時：5/18（土）8:45 ～ 12:15
集合：8 時 30 分播磨横田駅前広場
参加費：500 円（鉄道運賃を含む）
問合先：北条鉄道☎㊷ 0036

やさしいピアノ
受講生募集！

楽譜の読めない方もピアノが弾ける
ようになります。初心者大歓迎！
日時：第 2 木曜（全 10 回、初回
5/9）14:30 ～ 16:00
場所：南部公民館　農事研修室
定員：12 名
受講料：3,000 円（10 回分）
材料費：実費
持ち物：キーボード
講師：川端敦子さん
問合先：南部公民館☎㊾ 0041

バンディオンセ加古川
ジュニアサッカースクール

開催日：6/3～8/19の毎週月曜日（全
10回、祝日は除く）17:30～19:00
場所：多目的グラウンド（小雨決行）
対象：小学 1 年生～ 6 年生
定員：50 人程度（参加無料）
申込方法：氏名、住所、学年，TEL
を明記しメール（受信完了メールの
返信で受付完了。3 日以上たっても
返信のない場合はご連絡ください）
申込先：文化・観光・スポーツ課
☎ ㊷8773 bunka@city.kasai.lg.jp

スポーツ大会の結果

●野球（優勝チーム）
高松 1 部／伊東電機
高松 2 部／ Sengoku Aladdin BC
協会選手権／善防中学校
全日本学童／北条
チャレンジカップ春季学童／善防
国際交流兼明石城旗学童／北条
●協会長杯グラウンド・ゴルフ大会

（3/10、ぜんぼうグリーンパーク）
1 位 丸谷芳生　2 位 別府実
●リーグ戦ゲートボール大会

（3/14、市民グラウンド）
1位 在田　2位 北条B
●すぱーく加西杯グラウンド・ゴルフ大会

（3/30、すぱーく加西）
1 位 寺尾利子　2 位 山本明子
問合先：文化・観光・スポーツ課
☎㊷ 8773

加西市さつき展

丹精込めて育てたさつき盆栽をご覧
ください。山野草の展示もあります。
日時：5/31（金）～6/2（日）9:00～
17:00　※2日は16時まで
場所：アスティアかさい 3 階
内容：加西市さつき同好会会員によ
るさつき盆栽の展示
問合先：生涯学習課☎㊷ 8775

山野草鉢植え教室

日時：6/1、7/6、9/7、11/23、3/7（全
て土曜日）10:00～12:00
※ 6 月 1 日は特別編として加西市
さつき展の見学研修をします。
講師：加西市さつき同好会
対象：小学生～一般成人（低学年は
保護者同伴）
定員：先着20名（材料費1回500円）
申込：5/7（火）以降に下記まで電話
場所：オークタウン加西☎㊹ 2595

北播磨学生就職フェア

日時：6/12（水）14:00 ～ 15:30
（受付 13:30 ～ 15:00）※参加希望
事業所が多い場合は、他の時間帯を
追加で開催する可能性あり
場所：小野市うるおい交流館エクラ
対象求職者：① 2020 年 3 月新規
学校卒業予定者（大学等）② 2017
年 3 月以降の既卒者（大学等）
参加事業所：北播磨地域の事業所

（55 社程度の予定）
その他：参加事業所・求人一覧を兵
庫労働局のホームページ等に掲載
問合先：ﾊﾛｰﾜｰｸ西脇☎0795-22-3181

図書館からのお知らせ

●おはなしの会
日時：5/4・11・18・25（毎土）
14:00 ～ 14:30
場所：図書館 3 階キッズコーナー
対象：幼児～小学校低学年
読み手：かさい・えほんの森
●えほんのひろば
日時：5/9･16（木）11:00～11:20
場所：図書館 3 階キッズコーナー
対象：0 歳から（親子で）
テーマ：おやこでいっしょに
● 5月の館内作品展示
①オープンミュージアム「四角つな
ぎいろいろに」
②パネルギャラリー「平成 30 年度
オークタウン加西の取り組み」
問合先：図書館☎㊷ 3722
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株式投資の基本

日本証券業協会より講師を招き、株
式投資の基本を学びます。
日時：5/23（木）13:30 ～
場所：アスティアかさい3階集会室
講師：金融・証券インストラクター
下田正人さん
定員：先着 30 名（受講無料・要申込）
受付開始：5/7（火）より
申込先：ふるさと創造課☎㊷ 8706

5月31日は「世界禁煙デー」

5 月 31 日から 6 月 6 日は禁煙週間
です。喫煙されている方は、自分自
身や大切な家族のために「禁煙」に
取り組みましょう。市内では、堀井
内科医院、みのりクリニック、安田
内科・循環器内科クリニックが禁煙
外来を実施しています。詳細は各医
療機関にお問い合わせください。
問合先：健康課☎㊷8723

くらし

日  時
8:30～18:00（月）
8:30～16:00（火～金）
9:30～15:00（第2土曜日）

内  容 年金相談全般

受  付
期  間

予約相談希望日の 1 カ月前
から前日まで

申  込 

0570-05-4890（ 予 約 受
付専用）へお電話ください。
※基礎年金番号の分かるも
のをご準備ください。

問合先：市民課☎ 42-8722
加古川年金事務所☎ 079-427-4740

年金事務所の予約相談

年金事務所では、年金相談をより丁
寧に行うため、予約による年金相談
を行っています。ご予約いただくと、
ご都合に合わせてスムーズに相談で
きるほか、事前準備による丁寧な対応
が可能ですので、ぜひご利用ください。

住宅用蓄電池設置費を補助

補助金額 : 蓄電容量 1kwh 当たり
10,000 円（上限 100,000 円）
受付期間：5/7（火）から
補助の条件：平成 29 年 4 月 1 日以
降に設置した蓄電容量が 1kwh ～
10kwh のリチウムイオン電池で、
夜間電力等により蓄電を行い、その
電気を住宅の居住の用に供する部分
で活用できる住宅用蓄電池。詳しく
はお問い合わせください。
問合先：環境課☎㊷ 8716

ファミリーサポートクラブ
利用料の助成対象者が拡大

ファミリーサポートクラブの利用料
を一部助成します。
対象者：
・ひとり親家庭のうち児童扶養手当
受給者または同様の所得水準の方
・市民税非課税世帯に属する方
※助成を受ける場合、申請が必要と
なります。詳しくはお問い合わせく
ださい。
※ファミリーサポートクラブは、仕
事や急な用事などで子どもの世話が
できない時に一時的・臨時的に地域
の人が支援する会員同士の相互援助
活動です。
問合先：ファミリーサポートクラブ
☎㊷ 0111

工業統計調査にご協力を

工業統計調査は、製造業を営む事業
所を対象に、その活動実態を明らか
にすることを目的として、６月１日
現在で実施されます。本調査は、国
の重要な統計調査であり、調査結果
は国や地方公共団体の行政施策の重
要な基礎資料として使われるほか、
大学や民間の研究機関など、広く利
用されます。調査をお願いする製造
事業所には、統計調査員が調査票を
持ってお伺いするか、または国から
直接郵送で届きますので、ご協力を
お願いします。
問合先：総務課☎㊷ 8702

特設人権相談を開設

法務省は、人権擁護委員法が昭和
24 年 6 月 1 日に施行されたことを
記念して，毎年 6 月 1 日を「人権
擁護委員の日」と定めています。社
人権擁護委員協議会加西部会では

「特設人権相談」を設けています。
いじめや差別、プライバシーの侵害
等でお悩みの方は、ご相談ください。
日時：6/4（火）13:30 ～ 15:30
※相談は無料。秘密は厳守されます。
場所：市役所1階多目的ホール・アス
ティアかさい3階地域交流センター
問合先：人権推進課☎㊷ 8727


