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募集 協力会員は地域で子育てサポート活

動を行い、報酬がもらえる有償ボラ

ンティアです。

すきま時間を活用して子育てサポー

トを必要とするお父さん・お母さん

の手助けをしてみませんか。

主な活動内容：こども園や塾への送

迎、アスティア内の託児室や協力会

員宅などで一時預かり（預かり対象：

生後 6 カ月～小学 6 年生）

活動時間：7:00 ～ 22:00（1 時間

から活動可）

報酬：600 円～ 800 円（1 時間）

資格：加西市在住、年齢性別不問（70

代の女性多数活躍中）、送迎や一時

預かりができる方

申込先：ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ☎㊷ 0111

ファミリー・サポート・

センター協力会員募集

バドミントン協会では、加西市か

ら全国を目指すクラブチーム「３N

ジュニア」を新たに設立しました。

設立に伴い会員を募集します。

対象：小学 1 年生～中学 3 年生

会費：4,000 円／月

練習場所：富合小学校

練習日時：月曜日 18:30 ～ 20:30

土・日曜日 14:00 ～ 17:00

問合先：中澤☎ 090-4497-8529

バドミントン協会

会員募集

新しい時代を切り拓く加西っ子の育

成を目指し、教員を志す方を対象に

セミナーを開講します。

説明会：12/27( 日 )10:00 ～

　　　　R3.1/6( 水 )18:00 ～

（同一内容のためいずれかの参加で可）

場所：加西市役所　多目的ホール

対象：加西市在住もしくは近隣市町

在住で加西市内の教員をめざす大学

生・大学院生・社会人

内容：教志塾セミナー概要、日程等

開講説明

締切：12 月 15 日 ( 火 )

問合先：学校教育課☎㊷ 8771

（教育委員会

ホ ー ム ペ ー

ジ も ご 覧 下

さい）

「かさい教志塾」

塾生の募集

市税等の納付がますます

簡単便利に！

市税等の納付は、金融機関、市役所

会計室、口座振替、コンビニエンス

ストアのほか、本年度からスマー

トフォンでのアプリ決済（PayB、

LINE Pay、Pay Pay、楽天銀行ア

プリ、auPAY、ゆうちょ Pay

）も利用できるようになっています。

【アプリ決済の概要】

納付可能額：30 万円（auPAY は

25 万円）

納付できる市税等：市県民税（普通

徴収）、固定資産税・都市計画税、

軽自動車税、国民健康保険税、保育

料（公立こども園）、学童保育料、

市営住宅使用料、し尿収集手数料

利用可能な納付書：バーコード付き

の納付書（30 万円以下）で納付期

限内のもの

※詳しくは市ホームページまたは各ア

プリのホームページをご覧ください。

問合先：税務課☎㊷ 8714

第2次加西市スポーツ推進

計画(案)パブリックコメント

スポーツ基本法第 10 条「地方スポー

ツ推進計画」の規定に基づく推進計

画で、当市の今後10年間を見据えて、

スポーツ行政の大きな柱となる「第

２次加西市スポーツ推進計画」を作

成中です。本計画案について、市民

の皆さまからの意見を募集します。

募集期間：R3.1/4（月）～ 28（木）

閲覧場所：文化・観光・スポーツ課、

各公民館、地域交流センター、市ホー

ムページ

意見提出方法：閲覧場所にある「意

見用紙」を提出してください。

問合先：文化・観光・スポーツ課☎㊷ 8773

国民年金の任意加入制度を

ご利用ください

老齢基礎年金（65 歳から受けられ

る年金）は、20 歳から 60 歳にな

るまでの 40 年間保険料を納めなけ

れば、満額の年金を受取ることがで

きません。

国民年金保険料の納め忘れなどに

より、保険料の納付済期間が 40 年

間に満たない場合は、60 歳から 65

歳になるまでの間に国民年金に任意

加入して保険料を納めることによ

り、満額に近づけることができます。

なお、老齢基礎年金を受けるために

は保険料の納付済期間や保険料の免

除期間等が原則として 10 年以上必

要となりますが、65 歳でこの要件

を満たしていない場合は、さらに

70 歳になるまで任意加入すること

ができます。また、海外に在住する

日本国籍を持つ方も、国民年金に任

意加入することができます。

問合先：市民課 ☎㊷ 8722

加古川年金事務所 ☎ 079-427-4740
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わくわく子育て情報

乳幼児健診

母子健康手帳の交付申請

妊婦健康診査等の助成申請

必要なもの

・印鑑・マイナンバーを証明する書類

・免許証等の顔写真付本人確認書類

・妊娠届出書（産院でもらった方の

み）※母子手帳交付申請者のみ

健康課窓口にお越しください。

受付時間：平日 8:30 ～ 17:15

健診実施場所：健康福祉会館　

問合先：健康課☎㊷ 8723

●すくすく広場　※要申込（各日 3組）

日時：12/7（月）14（月）10:15 ～ 11:00

●ねんどでクリスマス飾りを作ろう　※要申込（各日 3組）

日時：12/11（金）17（木）10:00 ～ 11:00

●体育あそび　※要申込（各日 10組）

日時：12/1（火）15（火）10:35 ～ 11:20

持ち物：水筒・上履き（親子共）

対象：未就園児さん親子（参加無料）

申込・場所：善防こども園

善防こども園いちごくらぶ　☎㊽ 3765

●助産師・松田先生による保健相談　※申込不要

日時：12/8（火）10:00 ～ 12:00

●おはなしの日　※要申込

日時：12/15（火）10:30 ～ 11:30

●クリスマス会　※要申込

クリスマスの歌やお話を楽しみましょう。クリスマス飾り

の制作もありますよ！

日時：12/16（水）10:30 ～ 11:30　 

場所：飯盛野教会

対象：０～ 3歳の未就園児親子

申込・場所：愛の光こども園　

愛の光キッズ　☎㊽ 2733

健診名 日 対　　象 備考
場
所

2 カ月児健診
12/ 3 ㊍ 2020. 9 生まれ

受付時間につ
いては、対象
の方に個別案
内を送付しま
すので、ご確
認ください。 健

康
福
祉
会
館

12/24 ㊍ 2020.10 生まれ

4カ月児健診
12/ 1 ㊋ 2020. 7 生まれ

1/ 5 ㊋ 2020. 8 生まれ

1歳 6カ月児健診 12/ 8 ㊋ 2019. 5 生まれ

3歳児健診 12/15 ㊋ 2017.10 生まれ

乳幼児保健相談 12/17 ㊍ 希望者 予約制のため、
ご希望の方は
健康課までご
連絡ください。
詳細はホーム
ページをご確
認ください。

離乳食講習会初期（定員8名） 12/14 ㊊ 4～ 6カ月児の親

離乳食講習会中期（定員8名） 12/25 ㊎ 7～ 8カ月児の親

ﾊﾟﾊﾟﾏﾏｸﾗﾌﾞ 12/11 ㊎ 妊娠 5 カ月以降
のママﾌﾟﾚﾏﾏ教室ﾊﾟｰﾄ1 1/22 ㊎

2歳児食と歯の教室
令和 2年度の教室は、感染症予防のため中止
とします。

●赤ちゃんのひろば（ほくぶキッズは12/24（木）開催）

日時：12/10（木）10:30～11:30

対象：R2.4/2以降生まれの子どもとその親

内容：赤ちゃんとのスキンシップ遊びや親同士の交流など

●すくすく子育てQ＆A　※要申込

日時：12/14（月）10:30～11:30（0歳から参加可能）

講師：健康課保健師・栄養士

定員：先着20組（12/1（火）9時から受付）

●親子ドンドン体操（マット・鉄棒など）※要申込

日時：12/21（月）10:30～11:30

講師：岡ゆかりさん（スポーツインストラクター）

対象：H28.4月～H30.3月生まれの子どもと親

定員：先着20組（12/1（火）9時から受付）

申込・場所：ぜんぼうキッズ（善防公民館内）

ぜんぼうキッズ　☎ FAX㊽ 3404

●母と子のリトミック教室　※要申込（定員：12組）

日時：12/11（金）10:30 ～ 11:15（0歳から参加可能）

●母のリフレッシュ講座　※要申込（定員：12名）

～ストレッチポールでリラックス～

日時：12/15（火）10:30 ～ 11:30

対象：産後 5年未満の方（子ども同伴可）

●クリスマス会　※要申込（定員：12組）

日時：12/16（水）10:30 ～ 11:30

内容：楽しいお話遊びを見たり、ふれあい遊びをします。

※申込はすべて 12/1（火）9時から受付

※ぜんぼうキッズ・ほくぶキッズ年末年始のお知らせ

12/28（月）～ 1/4（月）までお休みです。

申込・場所：ほくぶキッズ（オークタウン加西内）

ほくぶキッズ　☎ FAX㊹ 0719

詳細は

こちら


