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■ねひめキッズからのお知らせ
●運動会ごっこ
日時：10/8（木）11:00 ～ 12:00 ※雨天時遊戯室
●体☆かるっ！ラクッ！体操
日時：10/27（火）11:00 ～ 11:40
講師：今峯扶美子さん（エアロビクスインストラクター）
持ち物：マットまたはバスタオル、タオル、飲み物
● 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：10/20（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
●ゆったりヨガでりらっくす
日時：10/20（火）10:00 ～ 11:30
講師：上坂亜矢美さん　　対象：子育て中の親子
定員：先着 20 組　　募集期間：10/13（火）まで
持ち物：バスタオルまたはマット、運動しやすい服装、
タオル、飲み物、靴袋
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「子どもの看護の基礎知識＆育児
相談」
日時：10/20（火）10:30 ～ 12:00　
場所：アスティアかさい 3 階集会室
講師：大塚記美代助産師（加西病院）
定員：20 人　参加費：無料　託児：5 人（無料 ・要予約）
募集期間：10/15（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
●親子体操「ママと一緒に 1・2・3」
リズムに合わせ、子どもとの触れあい方、関わり方を
楽しく学びます。
日時：10/26（月）10:00 ～ 11:00
講師：東郷安子さん　（運動指導員）
対象：１歳以上の子どもと親
持ち物：タオル、飲み物、上靴、靴袋
申込先（場所）：ほくぶキッズ（オークタウン加西）
☎＆℻㊹ 0719

加西市定例教育委員会
どなたでも傍聴できます。
日時：10/26（月）13:00 ～
場所：市役所 1 階多目的ホール
問合先：教育総務課☎㊷ 8770

地域教育助成にご協力を
得・とくカード大福帳（タヌキカー
ド）の裏側には、「地域教育応援券」
がついています。満点カード利用時
に、「地域教育応援券」を受け取り、
学校や福祉団体へお持ちください。
1 枚につき 10 円が学校や福祉団体
に助成されます（助成を希望される
団体は事前申請が必要）。
問合先：加西市商店連合会ポイント
カード事業委員会☎㊷ 0416

■幼児園・保育所であそぼう
場所（申込先）・内容・日時
別府幼児園☎㊼ 0601 ／「さつま芋ほり」
10/7（水）9:30 ～ 11:00
北条西保育所☎㊷ 3630 ／「運動会ごっこ」
10/20（火）10:00 ～ 11:00
泉幼児園☎㊹ 1968 ／「運動会ごっこ」
10/21（水）9:30 ～ 11:00
泉第三保育所☎㊹ 1971 ／「人形劇」
10/22（木）10:00 ～ 11:00
対象：在宅で子育て中の親子※別府幼児園は富合小学
校に限る。　　参加費：1 人 50 円（保険代）

平成26年度教育委員会
 点検評価を公表

教育委員会の事務の点検および評価
を行い、その結果を報告書にまと
め、市ホームページで公表していま
すので、ご覧ください。
問合先：教育総務課☎㊷ 8770

全国地域安全運動
10 月 11 日から 20 日まで、「みん
なでつくろう安心のまち」をスロー
ガンに「全国地域安全運動」を実施
します。防犯意識を高めましょう。
問合先：加西警察署刑事生活安全課
☎㊷ 0110

献血は身近にできるボランティア
安定した血液確保のため、一人でも
多くの方の献血が必要です。皆さま
のご協力をお願いします。
日時：10/4（日）10:00 ～ 11:45、
13:00 ～ 16:00
場所：イオンモール加西北条
主催：加西北条ライオンズクラブ
問合先：健康課☎㊷ 8723

兵庫県最低賃金改正
兵庫県最低賃金が、10 月 1 日から
時間額 794 円（改正前 776 円）に
改正されました。ア
ルバイトなど、すべ
ての労働者に適用さ
れます。
問合先：兵庫労働局労働基準部賃金
課☎ 078-367-9154
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遠慮は無用！しつこい勧誘電話はきっぱり断ろう
【事例】突然、「いいカニが入ったので、以前買っていただいた方に連絡を
しています」と電話がかかってきた。身に覚えもなく断ったが、「値引き
します」「サービスします」「金賞をとったカニです」などとしつこい勧誘
を受けて迷惑している。

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】見知らぬ業者からの突然の電話には気を付けましょう。不要な時は、
「要りません。電話もしないでください」ときっぱり断りましょう。曖昧
な対応はせず、思い切って電話を切りましょう。
　断りきれずに購入してしまったり、身に覚えのないものが送り付けられ
たりしても、8 日以内ならクーリング・オフ（契約解約）が可能です。
　また、高齢者の被害が増加しています。被害を防ぐ
ためには、日頃から周囲との交流や互いの気配りが不
可欠です。地域のネットワークなどをうまく活用して、
被害の未然防止・拡大防止につなげましょう。

オータムジャンボ宝くじは
 県内で購入を

宝くじの売上金の約 4 割は、住み
よいまちづくりに使われています。
売上金は各都道府県の販売実績に応
じて交付されます。ぜひ県内の宝く
じ売り場でご購入ください。
販売期間：10/16（金）まで
当選金：1 等・前後賞合わせて 5 億円
抽選日：10/23（金）
問合先：（公財）兵庫県市町村振興
協会☎ 078-322-1151

労働・年金・成年後見等に
 関する無料相談会

各種年金・社会保険・労働保険・成
年後見制度など、ご相談ください。
日時：11/3（火）10:00 ～ 16:00
場所：イオンモール加西北条 1 階
サルビアコート
問合先：兵庫県社会保険労務士会
西脇支部（仁科初美支部長）
☎ 090-1157-1286

将来の年金額を増やしたい
 方は「付加年金」を

国民年金第 1 号被保
険者（自営業の方な
ど）と任意加入被保
険者は、定額の保険
料に付加年金保険料（月額 400 円）
をプラスして納付すると、将来の老
齢基礎年金に付加年金が上乗せされ
ます。付加年金を 2 年以上受け取
ると、支払った付加保険料以上の付
加年金が受け取れます。また、平成
26 年 4 月の制度改正により、付加
保険料を過去２年分まで納付するこ
とができるようになりました。

（例）付加年金保険料を 5 年間納付
納める保険料／ 400 円× 5 年（60
カ月）＝ 24,000 円
受給する付加年金額（年間）／ 200
円× 5 年（60 カ月）＝ 12,000 円
※毎年 12,000 円の付加年金が上乗
せされ受給できます。
問合先：市民課☎㊷ 8722

11月1日から播磨圏域の
 図書館を利用できます

「連携中枢都市圏制度」により、11
月 1 日から播磨圏域 7 市 8 町に在
住 の 方 は、 こ の 地
区内のすべての公
共図書館で貸し出
しができるように
なります。
対象市町：姫路市、相生市、加古川
市、加西市、高砂市、たつの市、宍
粟市、市川町、稲美町、上郡町、播
磨町、福崎町、神河町、佐用町、太
子町
利用方法：図書館カードがない場合
は、免許証など住所がわかるものを
持参し、利用者登録をしてください。
図書の返却は、借りた図書館へ返却
してください。
※開館日や貸出冊数などは、図書館
によって異なりますので、各館へお
問い合わせください。
問合先：図書館☎㊷ 3722

赤い羽根共同募金運動にご協力を
10 月 1 日から 3 カ月間にわたって、

「やさしさが必ずとどく赤い羽根」
をスローガンに、共同募金運動が全
国的に展開されます。募金は、地域
福祉推進のため、福祉推進団体や、
地区・町の老人福祉活動、障がい者
福祉活動、児童・青少年福祉活動、
ボランティア活動育成事業などに配
分しています。皆さまのご協力をお
願いします。
問合先：社会福祉協議会☎㊸ 1281 税

納期内納付にご協力を
市県民税 3 期、国民健康保険税 4
期の納期限は 11 月 2 日（月）です。
問合先：税務課☎㊷ 8712

「税を考える週間」市内小
 学生の書道・ポスター展

期間：10/15（木）～ 20（火）
場所：イオンモール加西北条 2 階
コスモスコートブリッジ
問合先：社税務署☎ 0795-42-0224


