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県立障害者高等技術専門
学院オープンキャンパス

対象：身体等障がい者
日時：12/7（土）9:20 ～
定員：ものづくり科・ビジネス事務
科・情報サービス科　各 10 人
申込：申込用紙（ホームページ）に
記入の上、ＦＡＸまたは郵送
申込期間：11/4（月）～ 12/4（水）
申込先：〒 651-2134　神戸市西
区曙町 1070　兵庫県立障害者高等
技術専門学院☎ 078-927-3230　
fax078-928-5512　

女性のための出前！
チャレンジ相談！

就職・再就職したい、新しい活動を
始めたい、在宅ワークをしたい等の
思いに、今まで多くの女性のサポー
トをしてきた女性相談員がライフプ
ランに沿ったアドバイスをします。
日時：11/20（水）① 13:30 ～
② 14:30 ～　③ 15:30 ～
場所：アスティアかさい活動室
対象：女性（先着 3 名）
託児：あり（６カ月～、無料）
※一週間前までに申込要
問合先：ふるさと創造課☎㊷ 8706

生ごみのひとしぼり運動

家庭から排出される生ごみの約７割
が水分であるといわれています。ご
み袋に入れる前に、生ごみの水分を
よくしぼってもらうことにより、腐
敗・悪臭を軽減するとともに可燃ご
みの減量にもなります。
問合先：環境課☎㊷ 8719

北播磨地域障害者
合同就職面接会

日時：12/10（火）14:00 ～ 15:30
場所：小野市うるおい交流館エクラ
対象：障がいのある方
参加企業：10 社程度
問合先：ハローワーク西脇
☎ 0795㉒ 3181

サロン DEカフェ inかさい

日時：12/4㊌ 1部 10:00～ 12:00
2部 13:30～ 15:30※定員各 25人
場所：健康福祉会館多目的研修室
参加費：100円（おやつ・コーヒー代）
申込期限：12/2 ㊊まで
申込先：加西市ボランティア・市民
活動センター☎㊸ 8133

映画上映「しゃぼん玉」 

日時：12/7㊏ ①10:00～② 14:00～
場所：ｱｽﾃｨｱかさい 3 階多目的ﾎｰﾙ
定員：先着 90 名（無料）
内容：親に見捨てられ、すさんだ生
活をしてきた伊豆見翔人（林遣都）。
人を刺し、逃亡中に迷い込んだ村で、
けがをした老婆スマ（市原悦子）を助
けたことがきっかけで、彼女の家に寝
泊まりするようになった。初めは金を
盗んで逃げるつもりだったが、伊豆見
のすさんだ心に変化が訪れる…
問合先：人権推進課☎㊷ 8727

ナミねぇのチャレンジド
就労推進講演会

重症心身障がいの長女を授かったこ
とから、独自で障がい児医療・福祉
などを学び、自立と社会参画を支援
されている講師を招いた障がい者の
就労促進にかかる講演会です。
日時：11/30（土）13:30 ～ 15:00
場所：ｱｽﾃｨｱかさい多目的ﾎｰﾙ
定員：100 名（車いす可）
講師：竹中ナミ氏（社会福法人プロッ
プステーション理事長）
問合先：ふるさと創造課☎㊷ 8706

消費税軽減税率制度説明会

消費税軽減税率制度や事業者支援措
置の準備のための説明会です。
日時：① 11/6 ㊌ 15:00 ～② 11/8
㊎ 15:00 ～ ③ 11/15 ㊎ 15:00 ～
④ 11/20 ㊌ 10:30 ～ ⑤ 11/20
㊌ 13:30 ～ ⑥ 11/27 ㊌ 10:30 ～
⑦ 11/27 ㊌ 13:30 ～ ⑧ 12/4 ㊌
10:30 ～⑨ 12/4 ㊌ 13:30 ～
場所：①小野市伝統産業会館②アス
ティアかさい③加東市滝野文化会館
④⑤⑥⑦社納税協会⑧⑨社税務署
※①～③予約不要、④～⑨要予約
問合先：社税務署☎ 0795㊷ 8263

播磨看護専門学校
一般入学試験（令和 2 年度）

募集人数：20 人程度
募集期間：11/26（火）～ 12/24（火）
※期間内消印有効
試験日：R2.1/10（金）、11（土）
試験場所：播磨看護専門学校
※詳しくはお問い合わせください。
問合先：同校事務課☎0795㊷3961
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加西市初「ビブリオバトル」やってみよう！！
●テーマ／みんなに是非読んでほしい本
●ビブリオバトルとは／おススメの本を持ち寄り、グ
ループごとに本の紹介を行います。紹介終了後、その
グループで一番読みたくなった本に投票し、最多票を
集めた本をチャンプ本として表彰するイベントです。
●日時／11/24（日）10時～12時
●場所／アスティアかさい３階交流プラザ
●募集人員（先着順）／
　大人の部（高校生以上）25名　　子どもの部（中学生以下）25名
●募集期間／10/21（月）～11/15（金）　　●参加費／無料
●賞品／各部それぞれのチャンプ本紹介者に図書券3,000円を贈呈
●主催／ねひめホール運営会議
●共催／加西市観光まちづくり協会・はりまビブリオバトル
●協力／加西市立図書館
●申込先／地域交流センター（アスティアかさい３階）
☎㊷0106　FAX㊷0133　メールfuruso@city.kasai.lg.jp

加西市定例教育委員会

どなたでも傍聴できます。
日時：11/20（水）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

連携中枢都市圏関連事業

●女性のための姫路創業塾
日時：11/6,13,20,27,12/4 すべて
水曜日 10:00 ～ 17:00
場所：姫路商工会議所
対象：おおむね 2 年を目標に創業
予定の方、創業まもない方
講師：箕作千佐子氏（中小企業診断士）
土居伊子氏（中小企業診断士）
参加料：無料、一時保育あり
●集客に役立つ！スマホフォトレッスン
スマホ撮影の基礎から写真編集まで
日時：11/11（月）10:00 ～ 15:00
場所：姫路商工会議所
対象：もうすぐ創業予定の方、おお
むね創業後 5 年以内の方
講師：西村りつ子氏（フォトグラファー）
参加料：無料
申込先：姫路商工会議所中小企業相
談所☎ 079-223-6557

地域での見守りや助け合い
について考えましょう！

日時：11/19（火）14:00 ～ 16:00
場所：地域交流センター集会室
内容：複合課題を抱える世帯への支
援～地域での見守り、助け合いを多
職種で考える ( 仮 ) ～
講師：小林茂氏（兵庫大学准教授）
対象：福祉関係者ほか地域で興味の
ある方　※参加無料
問合先：地域包括支援ｾﾝﾀｰ☎㊷7522

介護就職デイ
（介護相談・就職面接会）

日時：11/14（木）13:30 ～ 15:00
※受付 13:00 ～ 14:30
場所：健康福祉会館大会議室
対象者：介護施設等への応募希望が
ある一般求職者（相談希望のみも可）
参加事業所：北播磨地域の事業所

（20 社程度の予定）
問合先：ハローワーク西脇
☎ 0795㉒ 3181

期限内納付にご協力を

令和元年度国民健康保険税 5 期の
納期限は 12 月 2 日（月）です。
問合先：税務課☎㊷ 8712　

～ DV と子どもへの影響～
結愛ちゃん事件から見えること

最近社会問題となっているこどもの
虐待。その背景には夫の妻に対する
DV が大きな要因とされています。
DV はこどもにどのような影響を与
えるのでしょうか。
日時：12/1（日）13:00 ～
場所：アスティアかさい OAルーム
講師：NPO 法人女性と子ども支援
センター　ウィメンズネットこうべ
茂木美知子氏
定員：18 名
申込期限：11/28（木）
※ 6 カ月以上の一時預かり保育あ
り（その場合は 11/25 まで）
申込：地域交流センター☎㊷ 0106


