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くらし

朗読ボランティア入門講座

正しい発声方法、アクセント、朗読
などを学び、情報を CD に録音して、
視覚障がい者の皆さんに送るための
基礎講座です。　　
日時：8/1･8･22･29、9/5･12木曜日
13:00～15:00（受付12:45）※全6回
場所：アスティアかさい会議室
対象：毎月 2 ～ 4 回木曜に活動で
きる方
参加費：2,000 円
募集期間：7/12（金）まで
※ 5 人未満の場合は開講しません。
主催：朗読ボランティア「かしの実
グループ」
申込先：加西市ボランティア・市民
活動センター
☎㊸ 8133　fax㊷ 6655

スポーツ大会の結果

●野球（優勝チーム）
天皇杯／伊東電機
近畿秋季 B 級／伊東電機
県学童兼西日本学童／北条
●すぱーく加西杯グラウンドゴルフ
大会（4/27、すぱーく加西）
1 位 恒川美智子　2 位 前田知十司
●協会長杯グラウンド・ゴルフ大会

（5/4 ぜんぼうグリーンパーク）
1 位 藤井義正　2 位 西脇清子
●すぱーく加西杯グラウンドゴルフ
大会（5/18、すぱーく加西）
1 位 栗山信男　2 位 葭田徳子
●サルビアゲートボール大会

（5/23、市民グラウンド）
1 位 在田　2 位 賀茂
●市老連春季ゲートボール大会

（5/30、市民グラウンド）
1 位 西上野　2 位 鶉野
問合先：文化・観光・スポーツ課
☎㊷ 8773

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や、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：7/28（日） 10:00 ～ 16:00
場所：神戸国際会館 9 階
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
問合先：県農業経営課☎ 078-362-
9194

人権問題文芸作品
「のじぎく文芸賞」募集

人権の大切さや思いやり、支え合う
ことの素晴らしさなど、人権文化の
創造や人権課題の解決に関する内容
が描かれた文芸作品を募集します。
対象作品：小説、随筆（手記・作文）、
詩、創作童話※字数制限あり
応募資格：県内在住、在勤、在学の
方で、インターネット上を含む未発
表・未投稿の自作に限る。
募集期間：9/9（月）まで
問合先：（公財）兵庫県人権啓発協
会☎ 078-242-5355

上下水道施設調査に協力を

上下水道の台帳整理に伴い、市内全
域で現地調査・測量調査を行います。
調査期間： 7/1（月）～ 3/15（日）
8:30 ～ 17:00 ※調査は 10 分程度
調査内容：①平成 29 年度以降に宅
内に設置された給水メーターと下水
公共ますの位置確認（ふた上に障害
物があれば移動をお願いします）②
道路上のマンホールと仕切弁・消火
栓・空気弁の位置確認③私道を対象
とした道路幅員や側溝等状況の調査
※市が委託した調査会社の調査員が
身分証明書を携帯し、敷地内に入る
場合は事前にお声がけします。調査
費用の請求はありません。
調査会社：㈱パスコ
問合先：上下水道課☎㊷ 8760

加西手打ちそばの会体験教室

日時：7/20（土）10:00 ～ 13:00
場所：北部公民館料理教室
定員：先着 16 名（材料代 2,000 円）
持ち物：三角巾、エプロン、タオル
2 枚、そばを入れるタッパー
申込･問合先：北部公民館☎㊺0103

2020年　加西市成人式

日時：2020.1/12（日）13:00 ～
受付 12:30
対象： 市 内 在 住 の H11.4/2 か ら
H12.4/1 生まれの方
場所：市民会館文化ホール
※市外転出者も参加できます。当日
会場へお越しください。また、実行
委員も随時募集しています。
問合先：ふるさと創造課☎㊷ 8706
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平成 30 年度　消費生活相談報告

●問合先／加西市消費生活センター（月～金 9:00 ～ 16:30）☎㊷ 8739
消費者ホットライン  188（局番なし 平日9:00～17:00、土日祝10:00～16:00）

経済センサス基礎調査に
ご協力を

令和 2 年 3 月まで
の期間、経済セン
サス基礎調査を実
施します。この調
査は、国のすべて
の産業分野における事業所の活動状
態等基本的構造を全国および地域別
に明らかにするとともに、事業所・
企業を対象とする各種統計調査の母
集団情報を整備することを目的とし
ています。調査は、調査員が市内を
まわり、全ての事業所の活動状態を
外観等から確認し、新たに把握した
事業所など一部の事業所には調査票
を配布することにより行います。調
査へのご理解・ご回答をよろしくお
願いします。
問合先：総務課☎㊷ 8702

労働災害防止の全国安全
週間「7/1（月）～ 7/7（日）」

スローガンは「新たな時代にＰＤＣ
Ａみんなで築こう　ゼロ災職場」
問合先：兵庫労働局労働基準部安全
課☎ 078-367-9152

愛の血液助け合い運動月間

安定した血液確保のため、一人でも
多くの方の献血が必要です。皆さま
のご協力をお願いします。
●姫路みゆき献血ルームのご案内
時間：全血献血 10:00 ～ 17:00
成分献血 10:00 ～ 16:30
※ 12:00 ～ 13:00 は昼休み
場所：フェスタビル（姫路市駅前町）
問合先：0120-160-489
●市役所 1階多目的ﾎｰﾙでの献血
日時：8/8（木）10:00 ～ 12:00、
13:15 ～ 16:00
対象：男性（17 歳～ 69 歳）
女性（18 歳～ 69 歳）
※ 400ml 献血のみの受付。
※ 65 歳以上の方は、60 歳～ 64 歳
の間に献血経験がある方に限る。
問合先：健康課☎㊷ 8723

●相談件数／ 330 件（平成 29 年度 256 件、29％増）
●特に多かった事例／
①架空請求：公的機関を名乗る「総合消費料金に関する訴訟最終告知」等
　のハガキが大流行。実在する大手企業を名乗り、ショートメッセージ（Ｓ
　МＳ）で登録料金・未納料金等を請求する手口も多発。
②ネット通販：「お試し」だと思って購入したら定期購入だった。商品が
　届かない。偽物・粗悪品が届いた。業者と連絡がとれない。
③点検商法：「地域一斉工事」で排水管洗浄を依頼したら、次々に高額な
　修理を勧められた。水周りのトラブルで 24 時間対応の業者を読んだら、
　高額な請求をされた。
④ウイルス対策ソフト：パソコン使用中に警告音が鳴り、高額なウイルス
　対策ソフトを購入させられた。

消費生活センターでは、悪質商法の被害、契約トラブル、お金のトラブル
など、専門の相談員が手助けします。困ったときは、一人で悩まず、お金
を払う前にご相談ください！相談無料・秘密厳守。

期限内納付にご協力を

平成 31 年度固定資産税 2 期、国民
健康保険税１期の納期限は 7 月 31
日（水）です。
問合先：税務課☎㊷8712

健康福祉会館  臨時閉館日

施設の点検等のため、8 月 18 日（日）
を臨時休館します。
問合先：健康福祉館☎㊷ 6700

社会を明るくする運動

「全ての国民が、犯罪や非行の防止
と罪を犯した人たちの更生について
理解を深め、それぞれの立場におい
て力を合わせ、犯罪のない明るい地
域社会を築こう」とする運動で、7
月 1 日から 31 日までを強調月間と
して、全国的な運動が展開されます。
日時：7/2（火）10:00 ～ 12:00
場所：アスティアかさい交流プラザ
内容：オープニングセレモニー終了
後、キャンペーン活動など
問合先：ふるさと創造課（市民相談
係）☎㊷ 8739


