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主体・主催は市で、受付時間は各施設の執務時間中。 着順 抽 定員超過の場合は抽選）問 問い合わせ

講 講師

内 内容

種 種目

費 費用

定 定員

webから
E-mailで 窓 窓口のみ 先 先
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市政情報 topics
市政情報

地区計画原案を縦覧

中央地区と満願寺町地区

郷土館の催し

求人・募集

問合せ 郷土館

問合せ 都市計画課

（740）
1201

中央地区と満願寺町地区の地区計画原案を９月６
日㈬～ 19 日㈫、市役所５階の都市計画課で縦覧し

（794）
3354

■秋の特別企画展
【渡部美智子創作人形展】

案内
公民館

テーマは「懐かしの昭和の風景」。表情豊かな人形たちが、旧平安邸座敷を郷愁と家族愛で満たします。
期間は９月 15 日㈮～ 10 月 15 日㈰。入館料が必要。

【水越保治能面展】
スポーツ
発表・鑑賞

テーマは「能面の楽しみ―面と向き合い、面と語る」。能面の造形だけでなく、能の物語の登場人物を
想像して鑑賞してください。
期間は９月 15 日㈮～ 10 月 22 日㈰。入館料が必要。

ごみ
カレンダー

■旧平賀邸の修繕現場を特別公開

セミナー
催し

や修繕方法など解説します。定員は各先着 30 人。入館料 200 円（団体割引き適用）が必要

移築後 27 年が経過した、郷土館の旧平賀邸。今回初めて、本格的に塗装や窓、壁紙など

ます。区域内の土地所有者、または利害関係のある
人で、原案に意見がある場合は、９月６日～ 26 日
㈫に市長へ意見書を提出できます。

入札参加希望者を追加で受け付け
受け付けは10月２日～31日

問合せ 契約検査課

（740）
1143

30 年に市が発注する建設工事や測量・建設コン
サルタントなどの業務委託、物件の買い入れなど、

身近な景観の魅力を発見
問合せ 都市計画課

（740）
1201

市民から寄せられた「はがき絵」を展示
テーマは「ご近所にあるお気に入りの場所」
主に小学校区ごとの身近な景観写真や、市民
から寄せられた「ご近所にあるお気に入りの場

所」が描かれた、はがき絵を展示します。
時 ９月４日㈪～ 15 日㈮▷ 場 市役所１階市民
ギャラリー▷ 他 ６日㈬・13 日㈬午後３時から
きんたくんが登場します

入札参加に必要な資格審査申請（指名願）を受け付
けます。期間は 10 月２日㈪～ 31 日㈫。申請方法
など、詳しくは市ホームページに掲載。

昨年の作品「花屋敷の坂道」

を修繕しています。
９月 17 日㈰午後１時半―２時半と３時―４時、特別に修繕現場を公開。旧平賀邸の特徴
です。申し込みは、電話で９月１日㈮午前 10 時から同館へ。

健康
中央図書館

まちの魅力を動画などで発見
ひと・まちおこしセミナー2017

問合せ 参画協働室

（740）
1600

（740）
1322

相談の案内
高齢者
福祉

動画制作などを通じて「川西らしさ」を発見。３回
連続講座の１回目では動画制作のコツを学びます。
時 ９月 24 日㈰午前 10 時―正午▷ 場 市役所２階会
議室▷ 講 PR 企画事務所代表の上福田守彦さん▷ 定
先 ９月１日㈮から住所、氏名（ふり
30 人▷ 申
がな）
、
電話番号を参画協働室へ（１回のみの参加可）

結婚50周年・60周年の夫婦を祝福
ダイヤモンド婚・金婚夫婦祝福式典

子育て

問合せ 長寿・介護保険課

（740）
1174

コラム

11 月 15 日㈬午後１時半から▷ 場 アステホール
▷ 対 ダイヤモンド婚は昭和 32 年、金婚は 42 年に
結婚し、市内で同居して
いる夫婦▷ 内 市出身の白
藤ひかりさんが所属する津軽
時

フォト
ニュース

三味線デュオ「輝＆輝（き
き）
」による演奏など▷
他 飲食はありません▷
申 郵 往復ハガキに住所、

夫婦の氏名（ふりがな）
、
電話番号、婚姻年月日、返
信用に住所、氏名を書き、

９ 月 13 日 ㈬（ 消 印 有 効 ）
までに長寿・介護保険課へ
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公営霊園行きのバスを運行
９月21日～23日

問合せ 都市整備公社

特定健診の受診を電話で案内
28年度未受診者が対象

問合せ 国民健康保険課

検査項目が特定健診の検査項目を満たしていない場
合は、受診してください。

親元近居助成制度の締め切り迫る
申請は９月30日まで

問合せ 住宅政策室

（一財）市都市整備公社が、９月 21 日㈭～ 23 日
㈷、公営霊園行きのバスを下表の通り運行します。
区

（740）
2006

主に 28 年度の特定健診を受診していない人に、
受診勧奨案内を行います。対象者には、９月中旬～
10 月中旬に電話する場合があります。
特定健診は、年１回、定期的に受診することで、
生活習慣病などの早期発見にも役立ちます。
また、医療機関に通院中の人でも、医療機関での

（740）
1200

司法書士などに支払った登記費用に対し、上限
20 万円を助成します。
対象は、市内に住む親と近居し、市内に住宅を取
得（建て替えのための一時転居は除く）して居住す
る子育て世帯。
ただし、28 年９月 1 日～ 29 年８月 31 日に所有
権保存登記、または所有権移転登記が完了した住宅
に限ります。

申し込みは、市役所５階の住宅政策室に備え付け
の申請書（市ホームページからダウンロード可）に
必要事項を書き、指定の書類を添付し、９月 30 日
㈯（消印有効）までに同室へ（窓口は 29 日㈮まで）。

（740）
1219

間

発車時刻

阪急バス「川西バスターミナル」停留所

８：30、10：30、

→ 公営霊園

13：30、15：30

阪急バス「平野バスターミナル」停留所

９：30、11：30、

→ 公営霊園

14：20、16：20

公営霊園 →

10：00、12：00、

阪急バス「川西バスターミナル」停留所

14：50、16：50

公営霊園 →

９：10、11：10、

阪急バス「平野バスターミナル」停留所

14：00、16：00

※「萩原台」、「西多田」、「けやき坂１丁目」、「けやき坂４
丁目」、「緑台４丁目」の各停留所にも停車します。

土地・家屋などの実地調査を実施

適切な課税のための大切な調査にご協力を

問合せ 資産税課

（740）
1133

地方税法に基づき、固定資産税・都市計画税の課
税対象となる土地・家屋・償却資産の実地調査を行っ
ています。新築・増築家屋の調査では、身分証を携
帯し、名札を着用した資産税課職員が訪問。内・外
部の建築資材などを調べます。来年度以後の適正な
課税のための大切な調査ですので、ご理解とご協力
をお願いします。
また、年内に家屋を取り壊した場合は、速やかに
滅失届を市役所２階の同課へ提出してください（今
年中に法務局で滅失登記をする場合は不要）。

奨学資金の貸し付けを追加で募集
高校・大学生が対象

問合せ 学務課

（740）
1256

貸付額は、国公立高校が月２万円、私立高校が月

３万円、大学が月３万円です。なお、決定は 10 月
下旬の予定で、貸し付けは 10 月分から。
対 経済的な理由で就学が困難な、次の条件を全て満
たす高校生または大学生（短期大学含む）。①所得
額が市教育委員会の定める基準額以下②保護者が市
内在住（定時制や大学の夜間学部は、本人のみが市
内在住でも可）▷ 定 若干名▷ 申 窓 市役所３階の学務
課に９月１日㈮から備え付ける申請書に、在学校長
の推薦を受け、必要書類を添付し、９月 14 日㈭ま
でに同課へ

納期限は 10 月２日㈪です
国民健康保険税〈第３期〉
後期高齢者医療保険料〈第３期〉
介護保険料〈第３期〉
詳しくは保険収納課 （740）1177、長寿・介護保険課
（740）1148 へ。
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