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10 日から市展を開催
７部門の入選作品を展示

デジアナ変換が終了します
早期対策を

求人・募集
案内
発表・鑑賞
セミナー

２月 10 日㈫から 14 日㈯までの午前 10 時―午
後５時（14 日は午後３時まで）、文化会館と中央公

３月 31 日㈫までに、「デジアナ変換」サービス
は終了します。アナログテレビで地上波放送を視聴

男女共同参画社会の実現に向けた取り組みや
ジェンダー問題に関心のある公募の市民企画員

審査員による作品解説も行います（作品解説できな
い場合もあります）
。詳しくは文化・観光・スポー
ツ課☎（740）1106 へ。

が視聴できている場合は、早めに次のいずれかの対
策をお願いします。詳しくは総務省地デジコールセ
ンター☎ 0570（07）0101 またはご覧のケーブル

ろ＝アステ川西６階アステホール▷講師＝「ツ
てんてん
レがうつになりまして。」の著者細川貂々さん
ほか▷定員＝先着 200 人▷申込み＝２月２日

民館で市展を開催。洋画、日本画、書、彫刻・立体
造形、工芸、写真、現代美術の７部門の入選作品を
展示します。最終 14 日午後２時―２時 45 分には、

ごみ
カレンダー

川西市公式ホームページで
あなたの企業を PR しませんか？

催し
公民館
スポーツ
健康
中央図書館

市の公式ホームページ有料バナー広告を募集しま
す。２月２日㈪から先着順で受け付けます。申し込
みは市ホームページに掲載の様式に必要事項を書
き、必要書類を添付の上、広報室へ持参を。なお、
広告内容が消費者保護の観点から、適切でないもの
や意見広告、名刺広告に関するものなどは掲載でき
ません。詳しくは市ホームページ（サイト内検索で
ID 番号Ｋ 2332 を入力）か、同室☎（740）1104 へ。

水道モニターを募集
契約期間は２年間

相談の案内

家庭で水道水の水質検査をする水道モニターを
募 り ま す。 詳 し く は 上 下 水 道 局 浄 水 課 ☎（759）
4873 へ。

福祉
高齢者

契約期間＝４月から 29 年３月まで（１年ごとに
更新）▷内容＝毎日の残留塩素などの水質チェック
▷謝礼＝月 5,000 円▷募集人数＝次の①から⑧の地
域から計 12 人（ただし、受水槽からの水道利用者

子育て応援
コーナー

は除く）
。①丸山台、美山台、一庫、山原②水明台、
緑台、向陽台、平野③大和、長尾町、東畦野山手、

コラム

緑が丘、清流台④見野、笹部、山下町、下財町⑤東
多田、鼓が滝、新田、多田院、多田桜木⑥西多田、
矢問、鴬台１丁目、鴬が丘１～８、15 ～ 17、22
～ 24、萩原台東１丁目、萩原台西１丁目⑦松が丘町、
湯山台１丁目１～ 28、80 ～ 87、錦松台 19 ～ 32、
南野坂⑧寺畑、花屋敷１丁目 16 ～ 34、花屋敷２丁

フォト
ニュース

目▷申込み＝往復ハガキに住所、氏名（フリガナ）
、
電話番号を書き、
２月 13 日㈮（必着）までに〒 666
―0024・久代３丁目２－１の浄水課へ

している世帯のうち、テレビ画面の上部に「デジア
ナ」や「デジアナ変換」と表示されている、または
地デジチューナーを接続していないのに地上波放送

テレビ事業者へ。
①地デジチューナーを購入する②地上デジタル放
送対応のテレビに買い替える③ご覧のケーブルテレ
ビ局と契約する

提案公募型地域経済活性化
事業補助制度の募集
地域経済活性化に効果が見込める新しい発想の事
業を募集。応募は２月２日㈪～２月 27 日㈮正午ま
でに、市ホームページに掲載の募集要項・様式を確
認の上、産業振興課へ。
応募された提案は、選考審査し、開始の見込みが
たった事業の経費の一部を補助します。詳しくは同
課☎（740）1162 へ。

認知症地域資源ネットワーク構築
事業報告会と講演会「認知症カフェ」
認知症の人とその家族への支援体制についての報

告と京都大学講師の武地一さんによる「地域の中の
本人や家族の居場所」をテーマとした講演会を行い
ます。
とき＝２月 13 日㈮午後２時半―４時 15 分▷と
ころ＝みつなかホール▷問合せ＝市中央地域包括支
援センター☎（755）7581 へ

児童手当を振り込みます
通帳で確認してください
２月 10 日㈫に４カ月分（10 ～１月分）の児童
手当を振り込みます。支払通知書は発送しませんの
で、通帳を確認してください。詳しくは子育て・家
庭支援課☎（740）1179 へ。

２月７日㈯は午後７時から、８日㈰は終日、設備点検による停電作業のためアステ市民プラザでの証明書の
発行ができません。詳しくはアステ市民プラザ☎（740）1115 へ。
2015.02

による「『夫婦ってなに？』―ツレが主夫にな
りまして」をテーマとした手作りの講演会を。
とき＝２月 22 日㈰午後２時―３時半▷とこ

㈪から電話かファクスで市役所２階のこども・
若者政策課と男女共同参画センターなどに備え
付けの申込用紙（ホームページからもダウン

ロード可）に必要事項を書き、同課☎（740）
1246、FAX（740）1339 へ。 市 ホ ー ム ペ ー ジ
の申し込みフォームから送信も可▷その他＝保
育あり（１歳半～就学前。先着８人。２月 13
日㈮までに予約を）

固定資産税・都市計画税の
家屋全棟調査にご協力を
固定資産税・都市計画税が課される全ての建物を
対象に、増築や滅失がないかなどについての現地調

査を実施しています。主に外観目視による調査で、
市が委託した業者が身分証と名札を携帯して行いま
す。詳しくは資産税課☎（740）1133 へ。

市立小・中学校
入学通知書を発送
今春市立小・中学校に入学する児童・生徒の保護
者に対し、入学通知書を１月下旬に発送しました。
届いていない場合や入学式、入学に係る説明会の日
程など、詳しくは学務課☎（740）1256 へ。

緊急通報システム事業
４月１日以降利用料金変更の可能性も
ひとり暮らしの高齢者などを対象にした市緊急通
報システム事業は、民間委託で行っています。現在
の委託先との契約期間が終了するため、４月１日㈬
以降は、利用料金などが変更になる可能性がありま
す。詳細が決定し次第、利用者の皆さんへお知らせ
します。詳しくは長寿・介護保険課☎（740）1174 へ。

細川貂々さん望月昭さん夫妻

●２月７・８日はアステ市民プラザで証明書の発行ができません
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市男女共同参画市民企画員
企画講演会を開催

納期限は３月２日㈪です
男女共同参画審議会
市民公募委員を募集
市では、男女共同参画社会の実現をめざし、計画
の策定や施策を推進するため「男女共同参画審議会」
を設置しています。同審議会の改選に伴い、委員を
募集。対象は、市内在住で男女共同参画社会の実現
に向けた取り組みに関心があり、市の同審議会委員
に就任したことのない人。募集人数は２人程度で任

期は４月１日㈬～ 29 年３月 31 日㈮。
申し込みは、市役所２階のこども・若者政策課、
各公民館と男女共同参画センターに備え付けの応
募用紙（市ホームページでダウンロード可）に必
要事項を書き、「男女共同参画社会の実現に向けた
これからの課題」か「私の考える男女共同参画社

会」をテーマにした作文（800 字程度）を添付し
て、２月 20 日㈮（必着）までに 666 － 8501・こ
ども・若者政策課まで持参または郵送を（電子メー
ル kawa0168@city.kawanishi.lg.jp でも提出可）。
詳しくは同課☎ (740)1246 へ。

○固定資産税・都市計画税〈第４期〉
課税に関する問い合わせは資産税課☎（740）
1133、 納 付 に つ い て は 市 税 収 納 課 ☎（740）
1134 へ。

○国民健康保険税〈第８期〉
○後期高齢者医療保険料〈第８期〉
○介護保険料〈第８期〉

納付は安心便利な口座振替で。市内の指定金
融機関へ申し込んでください。詳しくは保険
収納課☎（740）1177、長寿・介護保険課☎（740）
1148 へ。

２月 22 日に市税と保険税（料）、
保育料・育成料の
休日納付相談窓口を開きます
２月 22 日㈰午前９時半から午後４時まで、市
役所１階の保険収納課☎（740）1177 と長寿・
介護保険課☎（740）1148、２階の市税収納課
☎（740）1134 と児童保育課☎（740）1175 で。
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