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日時：6/19（火）
13:30 ～ 16:00
場所：西脇ロイヤルホテル 2 階
対象者：H25.3 月新規大学等卒業予
定者、H22.3 月以降の既卒者
参加企業：北播磨地域を中心に 30
社程度予定
問合先：西脇公共職業安定所
☎ 0795-22-3181

2012  JOB フェア  in  北播磨
就職面接相談会

保育所に来て親子みんなで遊びましょう。
日時：
6/12（火）10:00 ～ 11:30　北条南保育所
7/10（火）10:00 ～ 11:30　泉第一保育所
7/12（木）10:00 ～ 11:30　田原保育園
対象：在宅育児中の保護者と子ども
費用： 参加者 1 人 50 円（傷害保険料）
申込先：北条南保育所☎㊷ 3162
　　　　泉第一保育所☎㊹ 1968
　　　　田原保育園☎㊾ 0148

保育所であそぼう。参加者募集

使用中の墓地区画は、定期的に除草・
清掃をお願いします。また、次のよ
うな場合には、連絡をお願いします。

・使用許可証が見当たらない
・使用者の名義、住所、電話番号が
変わった

・墓石を立てようと思っている
・墓地を返還したい
問合先：環境課☎㊷ 8716

公園墓地を使用されている皆様へ

県教育委員会では、教科書についての
関心や認識を深めることなどを目的
に、教科書法定展示会を開催します。
①日時：6/15（金）～ 30（土）
9:00 ～ 17:00（休館日：6/17、6/24）
場所：西脇市生涯学習まちづくりセ
ンター（西脇市西脇 771-7）
②日時：6/15（金）～ 28（木）
9:00 ～ 17:00
場所：コミュニティセンターおの（小
野市王子町 806-1）
問合先：学校教育課☎㊷ 8771

教科書法定展示会

対象：市内に住所がある生活保護家
庭、もしくは、それに準じる家庭で
高校生の学資の支払いが困難な方

（人数の制限があります）
支給額：月額 5,000 円
募集期間：6/4（月）～ 29（金）
申込先：学校教育課☎㊷ 8771

学資困難な高校生へ奨学金を
支給します

「話しことばが少ない」「一生懸命話
しているけれど、何を話しているか
わかりにくい」など、ことばの発達
が気になる子供の個別相談を実施し
ます。電話で予約してください。
■ 2・3 歳児
相 談 日：7/30（ 月 ）、11/12（ 月 ）、
H25.1/15（火）、H25.2/25（月）
■ 5 歳児
相 談 日：6/25（ 月 ）、8/27（ 月 ）、
10/15（月）、12/10（月）

相談時間：3 つの時間帯で１時間程
度、言語聴覚士による相談を実施。
① 13:30 ～、② 14:30 ～、③ 15:30 ～
場所：健康福祉会館 2 階児童療育室
問合先：地域福祉課児童療育室
☎㊷ 6704

2・3歳児、5歳児ことばの相談日

市内の小学校１～３年生で、夏休み
期間中に就労等で保護者の保護を受
けられない児童を対象に入園児を募
集します。
実施場所：北条、北条東、富田、下
里、九会、富合、日吉、西在田、泉
学童保育園
保育期間：7/23（月）～ 8/31（金）
※土・日曜日と 8/13（月）～ 15（水）
を除く
保育時間：8:30 ～ 18:00
保育料：7 月 6,000 円、8 月 12,000 円
必要書類：学童保育園入園申請書、
保育に欠ける申立書（勤務証明書等）
募集期間：6/1（金）～ 20（水）必着
※申込多数の場合等、希望する園に
入園できない場合があります。
※申込書は各学童保育園・こども未
来課にあります。
申込先：こども未来課☎㊷ 8726

夏休み期間中の学童保育

たばこの煙には、200 種類以上の有害
物質が含まれており、がんなどの様々
な病気を引き起こすことが明らかに
なっています。喫煙される方は、家族
や周囲の人のために決められた場所
で吸う、換気をする、煙がもれないよ
うにするなど受動喫煙の防止に努め
ましょう。また、自分の体のために禁
煙をはじめましょう。市内でも禁煙外
来実施の医療機関があります。
問合先：健康課☎㊷ 8723

5/31 ～ 6/6 は禁煙週間です
多重債務解決支援などの
無料電話相談

借金相談・クレジット・多重債務・事
業融資・住宅ローン解決支援など、1
人で悩まずにご相談ください。
相談日時：6 月は毎日 8:00 ～ 22:00
電話で受け付けます。
問合先：NPO 法人消費者 Life 支援
事務局☎ 079-441-9902
フリーダイヤル 0120-449-902

多重債務・離婚・近隣トラブル・相
続・労働問題などのトラブルに関す
る相談を行います。要予約。
日時：6/12（火）13:00 ～ 16:00
場所：アスティアかさい 3 階ワークルーム
※相談を受けるには、収入や資産な
どに一定の基準があります。
問合先：法テラス兵庫☎ 050-3383-5443

法律相談会のお知らせ

外国人の一部には、日本に不法入国
したり、在留期間を超えて日本に滞
在したりする人たちがいますが、そ
の大部分は不法就労しているものと
みられています。外国人を雇用する
際には、パスポートなどを見て、働
くことができる在留資格であるかよ
く確認し、誤って不法就労事案に関
与しないようにしてください。
問合先：加西警察署☎㊷ 0110

不法滞在・不法就労防止に
ご理解とご協力を

ＤＶ防止啓発パンフレットの訂正について
　5 月号広報とともに配布しましたＤＶ防止啓発パンフレット「パートナ
ーからの暴力にひとりで悩んでいませんか？」において、相談窓口の電話
番号に誤りがありました。訂正してお詫びします。
問合先：地域福祉課☎㊷ 8709

（誤） （正）

加西警察署生活安全課　　　　　　
　　０７９０－４２－１１００

加西警察署生活安全課
　　０７９０－４２－０１１０

加西市社会福祉協議会は、地域に根
ざしたふれあい活動の推進と安心し
て暮らせる福祉サービスの充実に努
め、様々な事業や啓発活動を実施し
ています。善意の預託金は、次の事
業に活用させていただきます。
■支えあう福祉のまちづくり推進事業

・はつらつ委員会
・いきいき委員会
・ふれあいいきいき委員会
■ボランティア育成や活動事業

・ボランティア推進事業
・ボランティア協力校への支援
・ボランティアグループ活動支援
■心配ごと相談事業

・法律相談・心配ごと相談
皆さまからのあたたかいご協力をお
待ちしています。
問合先：社会福祉協議会☎㊷ 8888

みんなの善意で明るい社会
6月は善意月間です

夏のわくわく科学実験
オークタウン加西が夏休みの小学生
を対象に、科学実験教室を開催します。
■第 1 弾「しゅぽ　しゅぽ」
日時：7/24（火）9:00 ～ 11:30
場所：オークタウン加西　研修室 2
講師：仮説実験授業研究会会員の
　　　小松一博さん
対象：小学 3 ～ 6 年生
参加費：300 円※当日徴収
持ち物：ペットボトル（500cc）、筆
記用具
定員：20 名（先着順）
■第 2 弾「遊びを科学する！」
日時：8/4（土）9:00 ～ 11:00
場所：オークタウン加西　研修室 2
講師：国立舞鶴工業高等専門学校の
　　　田先崇志先生
対象：小学 2 ～ 6 年生
参加費：300 円※当日徴収
持ち物：筆記用具
定員：25 名（先着順）

申込：電話または FAX（住所、氏名、
電話番号、学校、学年を記入）
申込先：オークタウン加西
☎＆℻㊹ 2595

募 集

月に 1 度、外国人の子どもといっしょ
に遊んでもらえるサポートボラン
ティアを募集しています。大学生、高
校生の皆さん、お待ちしています。
日時：6/16（土）、7/14（土）、8/11

（土）、12（日）
場所：アスティアかさい 3 階 OA ルーム
問合先：地域交流センター登録団体
アミーゴス・シン・フロンテーラ☎
090-1718-1886

外国人児童をサポートする
ボランティア募集

阪神・淡路大震災では、昭和 56 年
5 月以前の「旧耐震基準」により建
築された木造住宅に大きな被害がで
ました。大地震はいつ発生するかわ
かりません。わが家の耐震診断を行
い、耐震性を確認してみましょう。
対 象： 昭 和 56 年 5 月 31 日 以 前 に
着工された木造住宅
個人負担額：3,000 円
問合先：都市計画課☎㊷ 8753

簡易耐震診断受付開始

かさい・しあわせセミナー
環境・健康・精神的ケア・社会福祉
サービスなど幸せに暮らすためのヒ
ントをみんなで考えます。
日時：6/21（木）14:00 ～ 16:00
場所：健康福祉会館 2 階研修室
講師：藤尾潔さん、えのき内さとし
さん
定員：30 名
参加費：500 円（資料代）
申込先：居宅介護支援事業所エンゼ
ルみわちゃん（津田）
☎ 0795-48-5598

春に完成した「いきいきサルビア体
操」 を地域で広めていただくため
に、イベントやサロン等でリーダー
として活躍する普及員の養成講座を
開催します。
日時：① 6/18（月）② 6/25（月）　
13:30 ～ 15:30（受付 13:00）
場所：健康福祉会館大会議室
内容：①介護予防の目的・安全な運
動の行い方（講義）、いきいきサルビア
体操（ウォームミングアップ編）実技実習
②いきいきサルビア体操の実技実習等
要件：2 日とも出席可能な方
定員：70 名（先着順）　
準備物：上靴、飲み物、タオル、運
動しやすい服装
募集期間：6/1（金）～ 15（金）
申込先：長寿介護課☎㊷ 8728

市民普及員養成講座
第1回「いきいきサルビア体操」

第 6 回加西市定例教育委員会
会議はどなたでも傍聴できます。
日時：6/26（火）13:30 ～
場所：加西市役所 5 階大会議室
問合先：教育総務課☎㊷ 8770
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