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募集

第44回　町親善ソフト

ボール大会参加チーム募集

日時：4/25（日）8:30 ～

予備日 4/29（木・祝）

会場：ｱﾗｼﾞﾝｽﾀｼﾞｱﾑ（開会式）他

参加資格：市内に居住の方、1 町 1

ﾁｰﾑ監督含め 20 名以内、学生不可

詳しい大会要項は、区長・社会教育

推進委員に送付します。

参加費：1 チーム　7,000 円

申込期日：4/5（月）必着

方法：参加申込書に参加費をそえて、

下記まで

申込・問合先：〒 679-0107 加西

市玉野町 1124-5　加西市体育協会

事務局☎㊼ 1420・文化・観光・ス

ポーツ課☎㊷ 8773

サイクルラック設置店舗募集

サイクルラックを設置していただけ

るお店を募集します。

サイクルラック規格

サイズ：( 約 ) 全幅 180cm ×高さ

120cm ×奥行 60cm

耐荷重：約 80kg（5 台分）

材質：木製、防腐塗装済

応募締切：3/25（木）

募集店舗：20 店舗

申込、詳細は市ホームページをご覧

ください。

問合先：文化・観光・スポーツ課

☎㊷ 8756

子ども体操教室参加者募集

体操の基本となる練習に加え、大型

のトランポリンを使用して楽しみな

がら運動能力を向上させます。

レッスン日：火曜日（3 回 / 月）

16:45 ～ 17:45

年中から小学 6 年生まで

場所：勤労者体育センター

講師：北条体操クラブ

参加費：5,330 円（税込）

定員：24 名

問合先：加西市体育協会☎㊼ 1420

黒 駒 町

は、 宝 く

じの受託

事業収入

を財源と

するコミュニティ助成事業により、

経年劣化のため損傷が激しくなった

屋台の水引幕を新調しました。今回

の事業で生まれ変わった化粧屋台

は、地元に対する愛着の醸成と地域

全体の活性化につなげていきます。

問合先：人口増政策課 ☎ 42-8700

黒駒化粧屋台の金糸刺繍水

引幕を復元新調

アクアスかさい 常設グラウン

ド・ゴルフコース使用中止へ

グラウンド・ゴルフの普及、振興の

ために設置した常設コースですが、

一定の役割を果たしましたので 3

月末日をもって使用中止とします。

なお、4 月 1 日からは芝生グラウン

ドを予約した上で引き続きプレーす

ることができます。

問合先：文化・観光・スポーツ課

☎㊷ 8773

予約先：加西勤労者体育センター

☎ FAX㊼ 1420

お知らせ期限内納付にご協力を

令和 2 年度国民健康保険税 9 期の

納期限は 3 月 31 日（水）です。

問合先：税務課☎㊷ 8712　

所得税確定申告期限が

4月15日まで延長

令和２年分の申告所得税の申告期

限が、当初の 3 月 15 日から、4 月

15 日までに延長されましたが、市

民会館申告相談会場での確定申告相

談は、当初のとおり、3 月 15 日ま

でとなります。3 月 16 日以降の所

得税確定申告相談については社税務

署へお尋ねください。

（令和３年度市県民税申告について

は、3 月 16 日以降も市役所税務課

にて受付を行います。）

問合先：税務課☎㊷ 8712

社税務署☎ 0795-42-0223

北条鉄道㈱

総務企画部長を募集

職種：総務企画部長

条件：64 歳未満で企業等でマネジ

メント（管理職）経験のある方

基本給：26 万円程度

勤務：週休 2 日制

第 1選考：書類　第 2選考：面接

問合先：☎42-0036（北条鉄道：高井）
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わくわく子育て情報

●すくすく広場　※要予約（各日 3組）

日時：3/1（月）8（月）15（月）22（月）10:15 ～ 11:00

●体育あそび　※要予約（定員 10組）

日時：3/2（火）10:35 ～ 11:20

持ち物：水筒・上履き（親子共）

●えいごであそぼう　※要予約（定員 3組）

日時：3/3（水）10:15 ～ 11:00

対象：未就園児さん親子（参加費無料）

申込・場所：善防こども園

善防こども園いちごくらぶ　☎㊽ 3765

●産後ダンス＆ママカフェ　※要申込（先着 10組）

あかちゃんの大好きなわらべうたに合わせて、抱っこ紐で

抱っこをしながら踊ります。お子さまの寝かしつけ、骨盤

ケア、ダイエット、ストレス発散などに効果ありです！

日時：3/5（金）　10:00 ～ 12:00

●おはなしの日　※要申込（先着 5組）

日時：3/9（火）10:30 ～ 11:00

●お誕生日会＆ママカフェ　※要申込（先着 5組）

☆みんなでお祝いします。お誕生児でないお子様も一緒に

どうぞ☆

日時：3/17（水）　10:30 ～ 11:30　参加費：100円

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

●赤ちゃんのひろば（ほくぶキッズは3/25（木）開催）

日時：3/11（木）10:30～11:30（当日受付定員12組）

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

●親子ドンドン体操（マット・鉄棒など）※要申込（定員20組）

日時：3/15（月）10:30～11:30

対象：平成28年4月～平成30年3月生まれの子どもと親

※3/1（月）9時から受付

●おたのしみ会　※要申込（定員20組）

日時：3/22（月）10:30～11:30（0歳から参加可能）

内容：わくわくシアターや親子で楽しむコーナー遊び

※申込は3/1（月）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：3/12（金）10:30 ～ 11:15（0歳から参加可能）

※申込は3/1（月）9時から受付

●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：3/16（火）10:30 ～ 11:30

対象：産後 5年未満の方（子ども同伴可）

※申込は3/1（月）9時から受付

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

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

・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

健診名 日 対　　象 備考
場
所

2 カ月児健診 3/25 ㊍ 2021. 1 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

4 カ月児健診
3/ 2 ㊋ 2020.10 生まれ

4/ 6 ㊋ 2020.11 生まれ

1歳 6カ月児健診 3/ 9 ㊋ 2019. 8 生まれ

3歳児健診 3/16 ㊋ 2018. 1 生まれ

乳幼児保健相談 3/18 ㊍ 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）

3/ 8 ㊊ 4～ 6カ月児の親

離乳食講習会中期
（定員8名）

3/19 ㊎ 7～ 8カ月児の親

ﾊﾟﾊﾟﾏﾏｸﾗﾌﾞ 3/12 ㊎ 妊娠 5 カ月以降
のママﾌﾟﾚﾏﾏ教室ﾊﾟｰﾄ1 4/23 ㊎

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。


