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募集

一緒に加西サイサイまつりを創り上

げてみませんか。

令和 3 年の夏に行う「第 44 回加西

サイサイまつり」に携わる市民事務

局員を募集しています。

対象：市内在住または在勤の方

内容：月 2 回程度（平日夜）、企画

立案や運営に携わる会議への参加。

募集期間：1/18（月）まで

申込：電話またはメール

申込先：文化・観光・スポーツ課

☎㊷ 8756

メール：kanko@city.kasai.lg.jp

加西サイサイまつり

市民事務局員を募集

新入学用品準備金を支給

経済的な理由により、小・中学校へ

の就学が困難な児童生徒の保護者

に、新入学用品準備金を支給します。

対象者：新小学 1 年生の保護者の

うち、新入学用品準備金の支給を希

望する方

受付期間：1/15（金）～ 1/25（月）

※詳細については、所属園を通じ

て配付される案内文書をご覧くだ

さい。なお、新中学 1 年生で令和

2 年度に就学援助認定されている方

（令和 3 年 1 月時点）に対しては、

新入学準備金を支給しますので、手

続き不要です。

提出・問合先：学校教育課

☎㊷ 8772

全国農業新聞を購読して

みませんか

全国農業新聞は、農業者の公的代表

機関である農業委員会系統組織が発

行する週刊の農業総合専門紙です。

購読料：月額 700 円（送料・税込）

発行：毎月 4 回　金曜日

問合先：農業委員会事務局☎㊷ 8782

加西市気候エネルギー行動

計画　パブリックコメント

「加西市気候エネルギー行動計画（第

2 次加西市地球温暖化対策地域推進

計画）」（案）のパブリックコメント

を実施しています。「地球温暖化対

策の推進に関する法律」第 19 条お

よび「気候変動適応法」第 12 条の

規定に基づく計画で、国や県が進め

る地球温暖化対策や気候変動適応策

と整合を図りながら策定する計画で

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：12/23（水）～ 1/17（日）

閲覧場所：環境課（付属棟 2 階）、

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。

申込先：環境課☎㊷ 8716

広報かさい　2021.1月号

講習会「もうすぐ入園 ･･･ やってみ

たい！！をそだてよう！！」

日時： 2/16 ㊋ 10:00 ～ 11:30

場所： ｱｽﾃｨｱかさい 3 階集会室

講師：こども未来課 周 夕美

対象：ﾌｧﾐｻﾎﾟ会員・子育て中の方

定員：30 人　※無料

募集期間：1/29 ㊎まで

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・

センターからのお知らせ

牛、水牛、鹿、めん羊、山羊、馬、

豚、いのしし、鶏、うずら、あひる

（アイガモを含む）、きじ、だちょう、

ほろほろ鳥、七面鳥を１頭（羽）以

上飼育している人は、家畜伝染病予

防法により、毎年２月１日時点の飼

育状況を飼育場所の所在地を管轄す

る家畜保健衛生所に 4 月 15 日（鶏

等にあっては 6 月 15 日）までに報

告する必要があります。所定の報告

用紙を姫路家畜保健衛生所へ郵送ま

たはＦＡＸにて提出してください。

詳しくは下記まで。

提出・問合先：姫路家畜保健衛生所

☎ 079-240-7085 fax079-232-

2685

家畜を飼育している方は

報告が必要です
加西市定例教育委員会

どなたでも傍聴できます。

日時：1/21（木）14:00 ～

場所：市役所 5 階大会議室

問合先：教育総務課☎㊷ 8770

県内の特定（産業別）最低賃金が改

正されました。最低賃金は、パート

タイマー、アルバイトなど全ての労

働者に適用されます。改正された金

額などは、兵庫県労働局のホーム

ページでご確認ください。

問合先：兵庫労働局労働基準部賃金

室☎ 078-367-9154

兵庫県特定最低賃金改正
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広報かさい　2021.1月号

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

日時：1/12（火）25（月）10:15 ～ 11:00

●えいごであそぼう

日時：1/13（水）27（水）10:15 ～ 11:00

●制作「節分」

日時：1/28（木）29（金）10:15 ～ 11:00

ホームページ　よい子ネットをご確認ください。

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　※全て要申込（3組限定）

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：1/12（火）10:30 ～ 12:00

●おはなしの日　※要申込

日時：1/19（火）10:30 ～ 11:30

●お誕生日会＆ママカフェ　☆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☆　※要申込

日時：1/20（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1/28（木）開催）

日時：1/14（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

●親子ドンドン体操（マット・鉄棒など）※要申込（先着20組）

日時：1/18（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

●親子わくわく音あそび　※要申込（先着20組）

日時：1/22（金）10:30～11:30（0歳から参加可能）

●豆まき　※要申込（先着20組）

日時：2/3（水）10:30～11:30

※申込は1/5（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

●お正月遊び　※要申込（定員：12組）

日時：1/13（水）10:30 ～ 11:30

内容：みんなで昔懐かしい伝承遊びをします。

●母と子のリトミック教室　※要申込（定員：12組）

日時：1/15（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：1/19（火）10:30 ～ 11:30

対象：産後５年未満の方（子ども同伴可）

※申込はすべて 1/5（火）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

健診名 日 対　　象 備考
場
所

2 カ月児健診 1/28 ㊍ 2020.11 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
1/ 5 ㊋ 2020. 8 生まれ

2/ 2 ㊋ 2020. 9 生まれ

1歳 6カ月児健診 1/12 ㊋ 2019. 6 生まれ

3歳児健診 1/19 ㊋ 2017.11 生まれ

乳幼児保健相談 1/21 ㊍ 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）

1/18 ㊊ 4～ 6カ月児の親

ﾌﾟﾚﾏﾏ教室ﾊﾟｰﾄ1 1/22 ㊎ 妊娠 5 カ月以降
のママﾌﾟﾚﾏﾏ教室ﾊﾟｰﾄ2 2/ 5 ㊎

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。

詳細は

こちら


