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わくわく子育て情報

至福崎

窪田町

富田小

西谷町

谷町

ねひめキッズ

中国自動車道

⑦キッズ職業体験　
キッズデザートショップ店員募
集 !!2/3（日）の加西発展祭「かさ
いストロベリータイム」でショップ
店員を体験してみませんか？ 
対象：3 歳～小学生まで
（※）小学３年生以下の場合は保護
者同伴となります。① 10：30 ～
12：00　② 13：00 ～ 14：30　①・
②とも各 5 名（組）。
申込：1/18（金）9：00 ～電話予約
⑧癒しの空間 ART Cafe　
4F 展望コーナー 11：00 ～ 14：00
音楽療法士と若手デザイナーが創出
する One Day Cafe
⑨音と音楽の世界「銀河鉄道の夜」
親子向けに絵本と音楽で構成された
世界
10：00 ～ 11：00　スタジオ　無料
⑩アロマ教室「アロマスプレー作り」
10：00 ～ 12：00　定員：15 名
材料費：500 円　※要予約

ねひめふれあいステージ + ＷＳ
日時：2/6（水）　10：00 ～ 12：00
場所：多目的ホール　対象：0 歳～

地域協働事業『加西発展祭』2/3（日）
①かさいストロベリータイム　
加西産いちごを使ったスウィーツ発
表＆販売コーナー
交流プラザ　11：00 ～ 15：00　
②パネルディスカッション『地域の
中の男女共同参画～農業の現場～』
10：00 ～ 11：30　講演：兵庫県女
性農業士　西馬きむ子さん
③ママのベビーマッサージ教室
集会室、10：00 ～ 12：00、定員先
着 15 組、要予約、地域交流センター
④ 5 歳若返る美肌レッスン　
集会室、13：30 ～ 15：00、定員 50 名
・5 歳若返るためのスキンチェッ
ク、・メイクアップ術、・フェイスマッ
サージ
⑤集まれちびっ子 !! ねひめふれあい
ステージ　IN 発展祭　
10：20 ～ 11：00　　交流プラザ
⑥英語絵本読み聞かせ　
スタジオ　11：15 ～ 12：00 　

超初級市民パソコン教室（5 日間）
（ステップ１）パソコン初級講座　
ワープロソフトの簡単な操作を学習。
日程：1/23（水）、1/24（木）、1/25（金）
3 日間、時間：10：00 ～ 12：00
（※）1/25（金）は PC 教室 9：30
～ 11：30　男女共同参画ミニ講座
　11：30 ～ 12：00
（ステップ２）男女共同参画につい
て A4 用紙 2 枚程度のワープロ文書
を作成。
日程：1/30（水）～ 1/31（木）10：
00 ～ 15：00
対象：クリックなど基本操作や用語
がわからない方。
定員：8 名 1/17( 木 )9：00 ～電話申込

市民がつくる 40 周年記念事業　
第 4 回北条の宿を謳う 
北条の街並みを 100 点をこす北条
小学校生の絵画で再現。 
日程 :2/6( 水 ) ～ 2/17（日）　9：00
～ 22：00〔最終日繰上〕　交流プラ
ザ　（入場無料）　主催：北条地区ま
ちづくり協議会、北条小学校 
イベント問合せ：
地域交流センター　☎42 0106

ねひめFILM（多目的ホール）入場無料

〔FILM〕1/24（木）10：00～　理由　
・託児サービス有り　（3日前要電話予約）

　ファミリーサポートクラブは「子どもを預かってほしい

人」と「子どもを預かりたい人（協力会員）」が会員になって、

地域の中で助け合いながら子育てのボランティア活動を有

料で行う会員組織です。安心して活動できるように、協力

会員さん（ただいま募集中！）の研修会を開催します。地

域の子育て力向上にむけての第一歩として、子育ての基礎

を一緒に勉強しましょう。気軽にご参加ください。

【内容等】　　
日時 内容 講師

1/29（火）
10：00 ～
12：00

開講式・あいさつ
事業内容説明

ファミリーサポートクラ
ブ事務局・アドバイザー

子どもを預かるとき
の心構え

子どもの預かり経験者（保
育士）

2/5（火）
10：00 ～
12：00

子どもの事故と応急
手当

加西市消防本部

2/6（水）
13：30 ～
15：30

子どもの食事と安全
な衛生管理

国保健康課栄養士

子どもの健康管理 国保健康課保健師
2/14（木）
13：30 ～
15：30

子どもの遊び（心の
発達）

北条西保育所園長

閉講式・会員証交付 事務局

　地域交流センターの求人情報（商工観光課提供）コー

ナーに、新たに女性チャレンジひろばの情報が仲間い

りしました。就職、起業、在宅ワーク、地域活動等に

チャレンジしたい女性に、専門窓口や再就職支援講座

等のセミナー、助成金等「ひょうご女性チャレンジネッ

ト」を通じての情報をチラシ等で提供しています。ま

た、マザーズハローワーク、21 世紀職業財団からの

情報も充実しました。ぜひ一度、お立寄りください。

問合先：男女共同参画センター　☎42 0105

場所：地域交流センター　集会室　定員：50 名　　
受講料：無料　託児：（無料：1歳 6ヶ月から・6名まで）
を希望される方は、各 3日前までにお申し込みください。

◎全日程出席された方に、会員証を発行します。

申込・問合先：加西市ファミリーサポートクラブ（男女共同
参画センター内）☎42 0111（火～金曜　9：00 ～ 17：15）

～新入生の皆さまへ～

小・中学校入学予定者へ住所に基づいて入学校を指定し、

就（入）学通知書を１月下旬にお送りします。指定校は次

の特別な理由がある場合には変更できます。

【特別な理由】

１．身体的理由：心身の障害等により指定校への就学が困

難な場合

２．家庭の事情に関する理由：①保護者の就労、母子・父

子家庭等の理由により校区外の家庭で児童を預ける場合

（小学生のみ）②住宅新築等で転居が確実であり、転居予

定地の学校へ就学を希望する場合（添付書類要）③加入す

る自治会の校区が住所地の校区と異なる場合（添付書類要）

３．その他の理由：国立・私立小中学校へ入学する場合等

【手続方法】

○指定校以外の市内小中学校へ入学：印鑑を持って市教育

委員会学校教育課へ

○他市町村立小中学校へ入学：入学希望の学校を管轄する

市町村教育委員会へ

○国・私立小中学校へ入学：その学校の入学許可書と印鑑

を持って市教育委員会学校教育課へ

いずれの場合も事前にご相談ください。

問合先：学校教育課　☎42 8771

兵庫県郡市区対抗駅伝競走大会に向け
加西市チームが発進
　2/3（日）に加古川市で行われる兵庫県郡市区対抗
駅伝競走大会に向け、活躍が期待される加西市男女
チームが合同練習を開始しました。
以下候補選手
男子チーム
監督：稲岡進（北条中

教諭）マネージャー：

小坂卓司（泉中教諭）

▼候補選手　石野誠慈（大阪教育大）、宮永大亮（大阪経済大）、

稲岡裕紀（姫路工高）金澤朋大（西脇高）、五百蔵亮輔（北条

高）、民輪晴紀（北条高）、志方文典（西脇工高）岡田明應（佐

用高）、植田　翔（北条中）、牛尾太郎（北条中）、正中湧也（北

条中）高瀬　駿（北条中）、工藤大輝（北条中）、中川大貴（北

条中）、高田航志（北条中）東郷将貴（加西中）、平賀　涼（加

西中）、西村卓真（加西中）、小谷　涼（加西中）千石祐也（泉

中）、為広大地（泉中）、藤本大佑（泉中）

女子チーム
▼監督　植田正吾（加西中教諭）▼マネージャー　高見美帆（び

わこ成蹊スポーツ大）

▼候補選手　三宅裕子（名城大）、高見美帆（びわこ成蹊スポー

ツ大）、池田夕姫（西脇高）織邊穂菜美（北条高）、三宅翔子（北

条高）、小池　藍（日高高）、稲岡麻由（北条高）玉置友耶（善

防中）、田中聖菜（加西中）、西田　舞（加西中）、三宅亜紀穂

（加西中）志方ゆう（加西中）、池田夏実（北条中）、中川ちほ

り（北条中）、吉田優美（北条中）

Ｑ．「ねひめキッズ」ってどんなところ？
Ａ．ねひめキッズは親子が気軽に立ち寄り、自
由に過ごせる場です。
　登録も利用料もいりません。
イベント日以外も毎日手遊び・紙芝居など楽し
い催しや、子育て支援員による子育て相談も行っ
ていますので、ぜひお立ち寄りください。

麻しん風しん混合２期予防接種はお済みですか？

　麻しん風しん混合２期予防接種は、予防
接種法により、乳幼児期に受けた予防接種
の追加接種として、無料で受けられます。
対象児で接種がまだの児は、平成 20 年 3
月31日までに必ず受けるようにしましょう。
対象者：平成 13 年 4月 2日生～平成 14 年
4 月 1 日生（平成 20 年 4 月から小学校 1
年生として就学する児）

接種方法：指定医療機関で個別接種
持参する物：予診票（医療機関にあります）
母子健康手帳、健康保険証（加西市住民で
あることを確認するために必要）、体温計。
※平成 20 年３月 31 日を過ぎると、任意接
種となり有料となります。
問合先：国保健康課　☎42 8723

　特別整理期間のため、図書館
は 2/20（水）～ 2/29（金）ま
で休館します。
休館となる直前は、
本→貸出 20 冊まで、貸出期間
4週間、ＡＶ→貸出本数 4本ま
で、貸出期間 3週間
※休館中の返却は返却ポストを
ご利用ください。

図書館からのお知らせ


