
■ひまわりルーム（児童療育室）に新しい遊具
ひまわりルーム
に新しい遊具が
登場。赤・青・緑・
黄、色とりどり
の ボ ー ル 650
個に子どもたち
は大はしゃぎ。
このボールは、
加西市出身の漫画家・ななじ眺さんが、加西の根日女
伝承を題材にして書いたマンガ本「ねひめのとき」販
売による印税より購入、寄贈いただきました。
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■ねひめキッズからのお知らせ
●家庭教育講座「我慢する心を育てるには」
日時：9/7（月）11:00 ～ 12:00
●道具を使って体を動かす「３B 体操」
日時：9/9（水）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：9/15（火）10:30 ～ 11:30
問合先（場所）：ねひめキッズ（西上野町）☎㊷ 5710
※ 9/17（木）は清掃のため臨時休園

■ぜんぼうキッズからのお知らせ
●夢がひろがる灯りづくり
日時：9/7（月）10:00 ～ 11:30
講師：佐伯久代さん（元小学校教諭）
対象：子育て中の親子　　定員：15 組
参加費：1 家族 300 円（材料代）
●自主グループゆうゆうさんと触れ合い遊び
日時：9/11（金）10:00 ～ 11:00
●親学習講座「今からでもできる心豊かな子育て」
日時：10/7（水）10:00 ～ 11:30
講師：津村薫さん（女性ライフサイクル研究所フェリア）
募集期間：10/2（金）まで
●育児グッズのフリーマーケット「mama  market」
日時：10/25（日）10:00 ～ 14:00
出店者募集：業者でない市内在住の方  先着 15 ブース
※ 9/7（月）から募集を開始します。出店料は無料。
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

■ファミサポ講習会「こどもの発達を知ろう」
困った時のこどもとの関わり方をお話します。
日時：9/15（火）13:15 ～ 14:45　
場所：アスティアかさい 3 階集会室
講師：常石秀市院長（医療福祉センターきずな）
定員：20 人　参加費：無料　託児：無料（5 人  要予約）
募集期間：9/10（木）まで
申込先：ファミリーサポートクラブ ☎㊷ 0111

■ほくぶキッズからのお知らせ
●親学習講座「子どもの成長と心の育ち」
安心して集団保育を始めるためのヒントを学びます。
日時：9/18（金）10:00 ～ 11:30
講師：常石秀市院長（医療福祉センターきずな）
募集期間：9/14（月）まで
●やってみよう「３B 体操」
日時：10/5（月）10:00 ～ 11:00
申込先（場所）：ほくぶキッズ（オークタウン加西）
☎＆℻㊹ 0719

市民養老金を支給します
9 月 15 日現在で満 88 歳と満 100
歳の方に、長寿を
お祝いして市民養
老金を支給します。
支給対象者
満 88 歳（T15.9/17 ～ S2.9/16）
満 100 歳（T3.9/17 ～ T4.9/16）
支給額：満 88 歳　　5,000 円
　　　　満 100 歳　10,000 円
支給方法：区長などを通じて、また
は口座振込で支給します。
問合先：長寿介護課☎㊷ 8728

東播都市計画地区計画（案）
 の縦覧

東播都市計画地区計画の「西高室地
区地区計画」と「倉谷町産業公園地
区地区計画」の市素案を縦覧します。
期間：9/25（金）～ 10/9（金）
閲覧場所：都市計画課（市役所 5 階）、
各公民館、地域交流センター※市
ホームページでも確認できます。
意見提出：縦覧期間中に、閲覧場所
にある所定の意見書を提出すること
ができます。
問合先：都市計画課☎㊷ 8753

平成28年度保育所・幼稚園
 等の入所申込は 10月1日から

平成 28 年 4 月 1 日からの保育所・
認定こども園・幼稚園・幼児園の入
所申込は、27 年 10 月 1 日からです。
申込用紙は各園やこども未来課にあ
ります。詳しくは、市ホームページ
や広報かさい 10 月号でお知らせし
ます。
必要な物：入所申込書兼支給認定申
請書、勤務証明書、保育を必要とす
る状況確認書など
問合先：こども未来課☎㊷ 8726
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トラブル多発！　そのインターネット通販サイトは大丈夫？
【事例】インターネット通販で「ペット用品」を申し込み、クレジットカー
ドで支払った。数日後、送られてきたのは「靴下」だった。問い合わせを
しようと思ったが、申し込みしたサイトや送り状では、事業者の所在地や
連絡先が分からない。

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）☎局番なし 188 番

【解説】手軽で便利なインターネットの通信販売ですが、代金を先払いし
ても「商品が届かない」「違う商品が届いた」「模倣品が届いた」「商品が
壊れている」などのトラブルが多発しています。事例の場合は、通販サイ
トが閉鎖されていたため、返還請求が困難となりました。
　インターネット通販を利用するときには、次の点に注意しましょう。
①事業者の連絡先に、住所が番地まで記載されているか。メールアドレス
　だけでなく、電話番号も記載されているか。
②サイトや申し込みの返信メールの日本語が不自然ではないか。
③振込先の口座名義と事業者の代表者の名前が同じか。
④極端に値段が安くないか。
⑤キャンセル・返品の可否や条件が記載されているか。
　支払い後でも「トラブルに巻き込まれたかな」と思っ
たら、悩まずにご相談ください。

就職支援セミナー
■元人事担当者が教える応募書類の
書き方
内定の取れる応募
書類の書き方を、
元人事担当者がア
ドバイスします。
日時：9/18（金）14:00 ～ 16:00
■面接講座～役立つ 8 つのツボ～
立派な人間にならなくても、緊張し
ても大丈夫。面接で自分を表現する
コツを丁寧にお話しします。
日時：10/16（金）14:00 ～ 16:00

場所：アスティアかさい 3 階集会室
定員：各日先着 20 人
申込先：加西市ふるさとハローワー
ク☎㊷ 7600

秋の全国交通安全運動
9 月 21 日から 30 日
の間、秋の全国交通
安全運動が行われま
す。秋の深まりと共
に日没が早くなります。夕暮れ時や
夜間は、重大事故につながる恐れの
ある事故が多発し、歩行中・自転車
乗用中の死亡事故が増加します。交
通ルールを守り、安全運転に努めて
ください。また、飲酒運転は絶対に
しないようにしましょう。
■重点項目
・ 夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車
乗用中の交通事故防止（反射材用品
等の着用の推進および自転車前照灯
の点灯の徹底）
・全ての座席のシートベルトとチャ
イルドシートの正しい着用の徹底
・飲酒運転の根絶
・早めのライト点灯の推進
問合先：危機管理課☎㊷ 8751

東播都市計画地区計画「中
 野地区地区計画」を変更

東播都市計画地区計画「中野地区地
区計画」を変更した図書は、都市計
画課で縦覧できます。
変更決定日：8/4（火）
変更内容：地区施設区画道路 3 号の
配置変更
問合先：都市計画課☎㊷ 8753

全国道路・街路交通情勢
 調査にご協力を

国土交通省では、都道府県、政令指
定市および高速道路会社と連携し
て、9 月から 11 月にかけて、道路
の状況調査や自動車の利用実態に関
する調査「全国道路・街路交通情勢
調査」を行います。道路と道路交通
の実態を把握し、道路の計画、建設、
管理などについて基礎資料を得るこ
とを目的としています。調査は、自
動車をお持ちの方の中から無作為に
抽出されたご家庭に調査票を郵送し
ますので、ご協力をお願いします。
問合先：国土交通省近畿地方整備局
兵庫国道事務所計画課
☎ 078-334-1600

狂犬病予防接種と犬の登録
■狂犬病予防注射
生後 90 日を経過した犬の飼い主
は、市から送付した「お知らせハガ
キ」を持参して、動物病院で狂犬病
予防注射を毎年 1 回受けてくださ
い。飼い犬が病気等の理由で接種で
きない場合は、連絡してください。
■犬の登録
新しく犬を飼った場合は、市へ登録
してください。飼い犬が死んだり、
譲り受けたり、飼い主の引っ越しの
際は連絡してください。
■ペットのフンの始末
散歩時は、フンを始末する道具を携帯
し責任をもって、持ち帰りましょう。
■ペットが迷子になった、迷子の
ペットを発見した場合
動 物 愛 護 セ ン タ ー（ ☎ 0794-84-
3050）、加西警察署（☎㊷ 0110）
に連絡してください。
問合先：環境課☎㊷ 8716
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