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求人・募集
案内

生きごこちのよい社会をめざして

２月２日

午後

１時－４時

ところ

問い合わせ 介護保険課

キセラホール

発表・鑑賞
中央図書館

内容は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護と介
護老人福祉施設入所者生活介護（定員 29 人以下の
特別養護老人ホーム）です。申し込み方法など、詳

テーマは「すごい自分とありのままの自分―共有体験の大切さ」
近藤卓さん

公民館

日本ウェルネススポーツ大学教授。専門は、健康教育学、
臨床心理学。いのちの教育の理論と実践の研究を進め

ごみ
カレンダー

（740）
1164

（740）
1332

セミナー
催し
スポーツ
健康
相談の案内

４月から１年間（更新可）市民農園を利用する市
民を募集します。当選者には管理組合から連絡。現
地説明会に参加してください。
申
抽 希望する農園名と住所、氏名、年齢、電話
番号を各締め切り日までに産業振興課へ
【菖蒲ケ瀬農園（西畦野・菖蒲ケ瀬）】
３区画（１区画約 40 平方㍍）が対象。
費 年１万～１万 900 円▷ 他 駐車場・給水設備あり。
現地説明会は２月３日㈰▷ 申 １月 28 日㈪まで
【グリーンファーム川西・西畦野（西畦野）】
３区画（１区画約 40 平方㍍）が対象。
費 年 9,000 円▷ 他 駐車場あり。現地説明会は１月
13 日㈰▷ 申 １月 11 日㈮まで

高齢者
福祉

農林業特産物品評会の受賞者が決定
農産物と美しさなどを競う

問い合わせ 産業振興課

（740）
1164

市と市農業振興研究会、市営農研究会（北摂栗品

子育て
コラム

評会は北摂栗生産者連絡協議会）が開催する品評会。
30 年度の受賞者が決まりました。

フォト
ニュース

【ハウス果菜品評会】
市長賞＝岸上昭洋さん（久代）トマト
【いちじく品評会】
県知事賞＝山田秀一さん（加茂）
市長賞＝吉川進さん（久代）
【北摂栗品評会】

県阪神北県民局長賞＝河野重員さん（若宮）銀寄
市長賞＝大向善信さん（若宮）銀寄
【農林産物品評会】
県知事賞＝西田信治さん（久代）カブラ
市長賞＝山田孝子さん（加茂）ブロッコリー
2019.01

「二十歳までに考えておきたい 12 のこと」など多数

新小・中学生に入学通知を発送
入学式は４月９日と 10 日

問い合わせ 学務課

近所で野菜を育ててみませんか

問い合わせ 産業振興課

ている。著書は「子どもの心のセーフティネット」や

（740）
1172

市民農園利用者を募集

パークオフィスキセラ丸に決定
キセラ川西せせらぎ公園管理棟の愛称

問い合わせ キセラ川西推進課

（740）
1203

全国から応募のあった愛称案を候補に含め、名付
け親ワークショップで検討を行った結果、キセラ川
西せせらぎ公園管理棟の愛称が「パークオフィスキ
セラ丸」に決定しました。
施設の機能を分かりやすく表した「パークオフィ
ス」という言葉と、せせらぎに浮かぶ屋形船を想像
させる建物の形からイメージした「キセラ丸」とい
う名を合わせた名前です。
「パークオフィス
キセラ丸」は開館
時には誰でも休憩
などに使用できる
施設で、４月にオー
プン予定です。

心肺蘇生法や応急手当を習得
普通救命講習会を開催

問い合わせ 消防課

環境イベント「キッズ『り・ぼ・ん』」

吹奏楽やダンスなど

会場で発表してみませんか
パフォーマンスする団体を募集

しくは市ホームページか、市役所１階の介護保険課
へ。

地元の高校生と青少年の支援者、それぞれの立場からパネルディスカッションします
講師

（740）
1148

介護保険法で定められた「地域密着型サービス」
を整備する法人を募集します。

自殺対策強化月間に合わせ、いのちとこころのセミナーを開催

問い合わせ 地域福祉課
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地域密着型サービス法人を募集

いのちとこころのセミナー

（759）
0119

場 消防本部▷ 定 各 40 人▷ 他 参加賞あり▷ 申 窓 先 各
受付開始日以降に消防課へ

【普通救命講習Ⅰ】 一般向け
開催日

講習時間

受け付け開始日

１月30日㈬
２月20日㈬
３月12日㈫

午後１時―４時
午後１時―４時
午後１時―４時

受け付け中
１月20日㈰
２月12日㈫

【普通救命講習Ⅲ】 小児・乳幼児への心肺蘇生法の実技
開催日

講習時間

受け付け開始日

２月４日㈪

午前９時半―午後０時半

１月４日㈮

【実技救命講習】 救命入門コース受講済の人が対象
開催日

講習時間

受け付け開始日

３月６日㈬

午後１時―３時

２月６日㈬

※都合により開催日を変更する場合があります

３月16日に
アステ市民

プラザで開催

（740）
1256

４月に市立小・中学校に入学する子どもの保護者
を対象に、入学通知書を１月中旬に発送します。１

月 25 日㈮までに届かない場合は、学務課へ。
入学式は、小学校が４月９日㈫、中学校が 10 日
㈬です。
なお、私立などの学校に入学する人は届け出が必
要です。入学予定の学校から発行された「入学に関
する証明書」と入学通知書を持って、市役所３階の
同課へ。

就学援助の一部を３月に支給
希望者は２月１日までに申請

問い合わせ 学務課

（740）
1256

経済的な理由で、子どもの学用品や給食などの支
払いが困難な保護者を対象に、費用の一部を援助す
る「就学援助」のうち、新入学学用品費を入学前の
３月に支給します。
市立小・中学校入学予定者の保護者には、入学通
知書と一緒に申請書を送付します。
希望者は、申請書に必要事項を書き、必要書類を
添えて２月１日㈮午後５時半（必着）までに市役所
３階の学務課へ提出してください。
１月 25 日㈮までに申請書が届かない場合は同課
へ。

アンケート調査を送付
市民 1,000 人に調査票

問い合わせ 政策調整課

（740）
1120

市民の皆さんが、市が行うまちづくりをどのよう
に感じているかを調べるために、「市民実感調査」
を実施。無作為に抽出した 16 歳以上の市民 1,000
人を対象に、１月 11 日㈮に調査票を発送します。
調査票が届いた人は、２月４日㈪までに返信して
ください。調査結果は、今後のまちづくりの施策に
反映されます。

３月 16 日㈯にアステ市民プラザで開催する子ども
向け環境イベント「キッズ『り・ぼ・ん』
」で、
パフォー
マンスをする団体（３団体程度）を募集します。時
間は１団体 10 分程度です。
申郵

抽 子どもが出演する団体優先。分庁舎２階

の美化推進課などに備え付けの申込用
紙（右の２次元コードから申し込み可）

２次元コード

に必要事項を書き、１月 28 日㈪
（必着）
までに、〒 666―0011・出在家町１
－ 11 の美化推進課へ
問い合わせ 美化推進課

（744）
1170

（744）
1221

障がいのある子どもの保護者に支給
特別児童扶養手当

問い合わせ こども支援課

（740）
1179

身体・精神に重度障がい、または中度障がいのあ
る 20 歳未満の子どもを監護する父か母、または父
母に代わって養育している人に手当を支給していま
す（所得制限あり）。希望者は市役所３階のこども
支援課へ。

納期限は１月 31 日㈭
市・県民税〈第４期〉

課税については市民税課 （740）
1132、納付につい

ては市税収納課 （740）1134 へ

国民健康保険税〈第７期〉
後期高齢者医療保険料〈第７期〉
介護保険料〈第７期〉

詳しくは保険収納課 （740）
1177、介護保険課

（740）1148 へ
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