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手話通訳者養成講座を開催

●手話通訳者養成講座（Ⅰ）

手話通訳の役割、責務等を理解し手

話通訳に必要な技術を習得します。

日時：5/6 ～ 2/10 の木曜日

全 36 回 13:30 ～ 15:30

場所：西脇市総合福祉センタ－研修

館（西脇市西脇 790-15）

対象：手話奉仕員養成講座（入門、

基礎課程）を修了された方

講師：兵庫県聴覚障害者協会

申込期限：4/22（木）（定員 20 名）

参加費：無料（テキスト代は別途要）

申込方法：電話、FAX、メール等

申込先：地域福祉課☎㊷ 8725 fax

㊸ 1801 shogaifukushi@city.

kasai.lg.jp
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●手話奉仕員養成講座（基礎課程）

日時：5/8 ～ 1/29 の土曜日

全 32 回 19:00 ～ 21:00

場所：加西市健康福祉会館

対象：入門課程修了者、または手話

で日常会話ができる方

講師：加西聴覚障害者協会

申込期限：4/30（金）（定員 20 名）

参加費：無料（テキスト代は別途要）

申込方法：電話、FAX、メール等

申込先：地域福祉課☎㊷ 8725 fax

㊸ 1801 shogaifukushi@city.

kasai.lg.jp

ワンステップ手話講座を開催

●要約筆記養成講座

日時：5/7 ～ 12/17 の金曜日

全 31 回 13:30 ～ 16:30

場所：西脇市総合福祉センター萩ケ

瀬会館（西脇市和布町 277-1）

対象：要約筆記に興味がある方、パ

ソコンの文字入力に慣れている方

（※ 8 割以上出席された方は修了証

書が渡されます）

講師：兵庫県難聴者福祉協会

申込期限：4/22（木）（定員 20 名）

参加費：無料（テキスト代は別途要）

申込方法：電話、FAX、メール等

申込先：地域福祉課☎㊷ 8725 fax

㊸ 1801 shogaifukushi@city.

kasai.lg.jp

要約筆記者養成講座を開催

あったか介護相談員

養成研修受講者募集

介護サービス利用者の不安や要望等

をサービス提供事業者に伝える橋渡

し役として、市内の介護保険施設等

に「あったか介護相談員」を派遣し

ています。介護サービスや福祉のま

ちづくりのため、本年度から活動し

てもらえる方を養成する研修です。

日時：5/10（月）10:30 ～ 15:30、

11（火）10:00 ～ 15:00

場所：加西市役所 1 階多目的ﾎｰﾙ

定員：5 名（定員に達し次第締切り）

内容：介護保険制度、高齢者の身体

的・精神的特徴、認知症の理解・接

し方、介護相談員の意義と役割など

※活動は月 2 回（各 2 時間程度）。

活動費として交通費程度を支給。

募集期間：4/30（金）まで

申込先：長寿介護課☎㊷ 8728

五百羅漢保存委員会

新規委員を随時募集中！

対象：どなたでも※性別 ･ 年齢不問

内容：月 1 回（平日夜）の会議（企

画立案や運営）への参加 ※毎月第

2･4 日曜に羅漢寺境内の清掃あり

申込：電話またはメール

申込先：文化・観光・スポーツ課

☎㊷ 8756 kanko@city.kasai.lg.jp

兵庫県技能者表彰の推薦

優れた技能者を表彰する制度です。

兵庫県では、技能水準の向上に貢献

し、その功績が顕著

な方の推薦を受付け

ています。

受付期間：4/1 ㊍～ 5/28 ㊎

申込先：北播磨県民局県民・商工観

光課☎ 0795-42-9415

問合先：産業振興課☎㊷ 8740

第24回加西市グラウンド・

ゴルフ協会長杯参加者募集

日時：5/2 ㊐ 8:30 受付開始

※雨天中止時：5/4( 火・祝 ) に延期

会場：ぜんぼうグリーンパーク

参加費：500 円 ( 当日徴収 )

募集期間：4/1 ～ 25( 定員 300 名 )

申込用紙：市内各公民館・勤労者体

育センター・すぱーく加西

申込先：大西庸雄☎㊸ 0313

fax ⑳ 7197( 問合せ 20:00 以降 )

前田知十司☎ fax ㊽ 3514
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●すくすく広場　※要予約（各日 3組）

日時：4/12（月）22（木）26（月）10:15 ～ 11:00

●おさんぽに行こう　※要予約（定員 5組）

日時：4/16（金）10:15 ～ 11:00

●制作「こいのぼり」　※要予約（各日 3組）

日時：4/27（火）28（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

●助産師・松田先生による保健相談　※要申込（先着 5組）

日時：4/13（火）10:30 ～ 12:00

●ベビー＆キッズマッサージ　※要申込（各回先着 5組）

日時：4/15（木）10:00 ～ 11:00・11:00 ～ 12:00

●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さまも一緒

にどうぞ☆

日時：4/21（水）　10:30 ～ 11:30

参加費：100 円（保護者茶菓代）

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

●親子ドンドン体操（ﾏｯﾄ・鉄棒など）※要申込（定員 20組）

日時：4/12（月）10:30 ～ 11:30

対象：平成29年 4月～平成 31年 3月生まれの子どもと親

●春のおたのしみ会　※要申込（定員 20組）

日時：4/27（火）10:30 ～ 11:30（0歳から参加可能）

内容：かわいいお話しやこいのぼり作りを親子で楽しもう

※申込は 4/1（木）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：4/9（金）10:30 ～ 11:15（0歳から参加可能）

●母のリフレッシュ講座～骨盤矯正で姿勢美人になろう～

　※要申込（定員 12名）

日時：4/20（火）10:00 ～ 11:00

対象：産後 5年未満の方（子ども同伴可）

●春のおたのしみ会　※要申込（定員 12組）

日時：4/23（金）10:30 ～ 11:30（0歳から参加可能）

内容：コーナー遊び（輪投げ、スタンプ遊び、かんたん製

作など）を一緒に楽しみましょう。

●誕生会　※要申込（定員 12組）

日時：4/26（月）10:30 ～ 11:00

対象：4月生まれの未就園児とその保護者

※申込は 4/1（木）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 4/22 ㊍ 2021. 2 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
4/ 6 ㊋ 2020.11 生まれ

5/11 ㊋ 2020.12 生まれ

1歳 6カ月児健診 4/13 ㊋ 2019. 9 生まれ

2歳児食と歯の教室 4/21 ㊌ 2019. 4 生まれ

3歳児健診 4/20 ㊋ 2018. 2 生まれ

乳幼児保健相談 4/15 ㊍ 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）

4/19 ㊊ 4～ 6カ月児の親

ﾌﾟﾚﾏﾏ教室ﾊﾟｰﾄ1 4/23 ㊎ 妊娠 5 カ月以降
のママﾌﾟﾚﾏﾏ教室ﾊﾟｰﾄ2 5/14 ㊎


