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■ねひめキッズからのお知らせ
●マジックショー
日時：8/21（金）
11:00 ～ 12:00
● 3 歳さんおいでおいで
日時：毎週木曜日
11:00 ～ 11:30
対象：H23.4 月～ H25.3 月生まれの子ども（市内在住）
●すくすくひろば＋かんがるーひろば
　子どもの身体測定やお話をしましょう。
日時：8/18（火）10:30 ～ 11:30
問合先（場所）：ねひめキッズ（西上野町）☎㊷ 5710

■ぜんぼうキッズからのお知らせ
●やってみよう！ベビーマッサージ
日時：8/3（月）10:00 ～ 11:00
講師：井上千秋さん（開業助産師・思春期保健相談士）
対象：0 歳児の子どもと親　　定員：20 組
参加費：100 円（ベビーオイル代）
●親学習講座「虫歯のない元気な歯に育てよう」
日時：8/19（水）10:00 ～ 11:30　講師：市歯科衛
生士会　定員：20 組　募集期間：8/12（水）まで
●「動く、こどもの館号」がやってくるよ！
　紙芝居や手遊び、人形劇などの遊びを通して、子ど
もの心を豊かに育みましょう。
日時：8/28（金）10:30 ～ 11:30
講師：兵庫県立こどもの館「まちの子育てひろば」体
験活動指導員　　申込先（場所）：ぜんぼうキッズ（善
防公民館）☎＆℻㊽ 3404

わくわく子育て情報 ■ほくぶキッズからのお知らせ
●どろんこ遊び
　握ったり丸めたりして感触を楽しみましょう。
日時：8/18（火）10:00 ～ 11:30
持ち物：帽子、サンダル、着替え、タオル、飲み物
●親子で楽しむ音楽あそび　～音楽は遊びの始まり～
日時：9/3（木）10:00 ～ 11:00
講師：高瀬彩さん（音楽療法士）
持ち物：タオル、飲み物
申込先（場所）：ほくぶキッズ（オークタウン加西）
☎＆℻㊹ 0719

■幼児園であそぼう！
日時・場所・申込先
8/5（水） 9:30 ～ 10:30　泉幼児園☎㊹ 1968
9/3（木）10:00 ～ 11:00　九会幼児園☎㊾ 0142
対象：在宅で子育て中のお母さんと子ども
参加費：参加者 1 人 50 円（傷害保険料）

募 集善防こども園体験保育
 参加者募集

善防こども園は、「地域子育て支援
拠点事業」の指定を受け、体験保育
を行います。
実施期間：10/5 ～ 30、11/2 ～ 27、
12/1 ～ 28、2/1 ～ 26
保育時間：9:30 ～ 15:00（昼食と
おやつがつきます）
体験期間：4 週間（土日祝を除く）
対象：未就園児で満 3 歳以上の子
ども
募集人数：各 1 人
・3 歳児（H23.4/1-24.3/31 生）
・4 歳児（H22.4/1-23.3/31 生）
・5 歳児（H21.4/1-22.3/31 生）
保育料金：8,000 円
※期間内の欠席日
数に関係なく料金
は同じです。
申込先：善防こど
も園☎㊽ 3765

入札参加資格登録の補充受付
平成 27・28 年度建設工事、測量等

（測量・建設コンサルタント等）に
係る入札参加資格登録申請の補充受
付を行います。詳しくは市ホームペ
ージをご覧ください。
受 付 日 時：9/1（ 火 ） ～ 10（ 木 ）
の平日 9:00 ～ 17:00
受付場所：市役所 2 階管財課
申請書類：国土交通省（地方整備局
等）様式など
提出方法：市内・準市内業者は郵送
または持参。市外業者は郵送のみ。
※郵送の場合は 9/10 消印有効
その他：物品の製造、買入れ、売払
い、役務提供等に係る入札参加資格
審査申請書の受付は、随時行ってい
ます。
問合先：管財課☎㊷ 8704

都市公園などの指定管理者
 を募集

指定管理者制度は、公の施設の管理
に民間のノウハウを活用しながら、
市民サービスの向上と経費の節減を
図ることを目的に、地方自治法の改
正により創設されたものです。加西
市は平成 19 年 4 月から、一部の施
設の管理運営を指定管理者に委ねて
います。このたび、指定期間の満了
により、指定管理者を募集します。
資格：法人またはその他の団体（法
人格の必要はありません）
管理運営を委ねる施設（所管）
・都市公園 12 カ所（都市計画課）
・古法華自然公園研修施設（農政課）
・玉丘史跡公園（生涯学習課）
管理期間：H28.4/1 ～ H31.3/31
受付期間：9/7（月）～ 25（金）
※募集要項は 8/17 から、市ホーム
ページと各所管課で入手できます。
問合先：管財課☎㊷ 8704
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日本年金機構の個人情報流出に便乗した不審電話にご注意！！
【事例】「あなたの情報が流出しています。削除してあげましょう」「削除
するためには本人確認が必要なので、生年月日と家族構成を教えてくださ
い」と電話がかかってきた。

問合先：加西市消費生活相談窓口（月火木金 9:00 ～ 16:30 ※祝日除く）
　　　　☎㊷ 8739、消費者ホットライン（平日 9:00 ～ 17:00、土日祝
　　　　10:00 ～ 16:00）☎ 0570-064-370（局番なし  188 番）

【解説】日本年金機構における個人情報流出に便乗した詐欺トラブルが横
行しています。「個人情報を削除してあげる」などと持ちかけてくる電話
も詐欺の一種です。相手にせず、すぐに電話を切ってください。
　日本年金機構の個人情報流出に関して、日本年金機構や消費者庁、国民
生活センター、消費生活センターなどの職員か
ら国民の皆さまへ電話やメールでご連絡するこ
とはありません。
　職員を装った不審な電話などに注意してくだ
さい。

図書館アルバイトを募集
期間：9/1（火）～ H28.3/31（木）
9:30 ～ 18:15　
※週 5 日シフト制（土日祝勤務あり）
※更新制度あり
賃金：日額 6,880 円
※交通費規定支給、社会保険あり
申込：市販の履歴書（写真貼付）を
郵送または持参
募集期間：8/14（金）まで
面接日：8/19（水）
申込先：〒 675-2395（住所表記不
要）総務課☎㊷ 8705

ランドマーク展望台・地球
 儀時計の風景画を募集

ランドマーク展望台（勤労者体育セ
ンター裏山）または地球儀時計（丸
山公園）の風景画を募集します。
対象：小学生
応募方法：画用紙（543㎜× 392㎜）
の裏側に住所・氏名（ふりがな）・学年・
学校名を記入し、郵送または持参
募集期間：9/4（金）必着
応募先：〒 679-0107 玉野町 1124-5
勤労者体育センター☎㊼ 1420

かさい緑のカーテンコンテ
 スト　写真を募集

夏場の節電、CO2 削減、暑気対策と
して、アサガオなどを使った「緑のカ
ーテン」の写真を募集します。素晴ら
しい作品には賞品をプレゼント。
対象：市内で緑のカーテンを設置す
る個人、団体、事業所など
応募方法：応募用紙と写真 2 枚を
郵送またはメール、持参
募集期間：8/28（金）まで
申込先：〒 675-2395（住所表記不
要）環境課「緑のカーテンコンテス
ト係」　☎㊷ 8716　℻㊷ 6269
kankyo@city.kasai.lg.jp

保健師（臨時職員）を募集
内容：乳幼児健診と地域等での健康
相談、新生児・乳幼児訪問指導など
勤 務 時 間：1 日 4 ～ 5 時 間（ 週 3
日程度）
賃金：時間給 1,270 ～ 1,730 円（経
験年数による）
申込：市販の履歴書と保健師免許の
写しを郵送または持参
選考方法：面接により決定
申込先：〒 675-2395（住所表記不
要）総務課☎㊷ 8705

平成28年4月採用・北はり
 ま消防組合消防職員募集

採用予定人数：2 人
受験資格：①平成 3 年 4 月 2 日以降
に生まれた方で、高等学校以上を卒
業または平成 28 年 3 月に卒業見込
みの方　②視力が両眼ともに 1.0 以
上（矯正視力を含む）で、色覚、聴
力、言語、運動機能等において消防
職の業務に支障がないこと
受付期間：8/3（月）～ 14（金）
8:30 ～ 17:15　※土日は除く
受付場所：北はりま消防本部・総務
課（加東市下滝野 1269-2）
試験：9/20（日）8:30 ～　筆記試
験・体力検定　※場所は西脇消防署
問合先：北はりま消防本部・総務課
☎ 0795-48-3115

公民館長（臨時職員）募集
応募資格：市内在住で、生涯学習・
青少年教育・社会教育施設の振興と
改革に情熱と見識を持って取り組ん
でいただける 63 歳（平
成27年10月1日現在）
未満の方
※土日勤務あり
採用年月日：10 月 1 日予定
任期：1 年間（更新可）
賃金：日額 12,400 円 
募集人数：1 人
応募方法：①②③を封筒（表面に「公
民館長応募」と朱書き）に入れ持参
または郵送。
①履歴書（手書き、市販のもの）　
②職務経歴書（A4。様式、枚数自由。
職務経験のない場合はボランティア
歴などを記入）　③論文「こんな公
民館にしたい」（800 字以内）
※②③はパソコンのワープロソフト等
により作成したもの。手書き不可。
選考：1 次（書類審査）9 月上旬、
2 次（面接）9/5（土）
募集期間：8/28（金）必着
申込先：〒 675-2395（住所表記不要）
生涯学習課☎㊷ 8775
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