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■ねひめキッズからのお知らせ
●お正月遊び
でんでん太鼓の制作や宝探しなど
を楽しみます。
日時：1/15（金）11:00 ～ 12:00
●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：1/19（火）10:30 ～ 11:30

（同時開催）ハンドトリートメントでリラックス
子どもの身体測定をしながらアロマの香りに包まれ、
ハンドマッサージでリラックスしてください。一人約
5 分で無料です。
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
●親子でふれあい遊び～昔からのあそびを楽しもう～
日時：1/14（木）10:00 ～ 11:00
講師：県民局ひろばアドバイザー「キラキラ星」
持ち物：座布団、ひざ掛け、飲み物
● mama ねひめの人形劇を楽しもう
日時：1/22（金）10:00 ～ 11:00　
持ち物：座布団、ひざ掛け、飲み物
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
●みんな集まれ！なかよし遊び
お話し遊びや簡単工作を楽しみま
しょう。
日時：1/26（火）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

■幼児園・保育所であそぼう
●ももこの広場「別府幼児園」
日時：1/26（火）9:30 ～ 11:00
対象：富合小学校区の未就園児親子
内容：「mama ねひめ」による人形劇
参加費：1 人 50 円（傷害保険料）
場所・申込先：別府幼児園☎㊼ 0601
●キラキラランド「北条西保育所」
日時：1/19（火）10:00 ～ 11:00　
内容：「mama ねひめ」による人形劇
参加費：1 人 50 円（傷害保険料）
場所・申込先：北条西保育所☎㊷ 3630

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。
日時：① 1/17（日）10:00 ～ 12:30、
13:40 ～ 16:00、② 2/7（日）10:00
～11:45、13:00～16:00、③2/10（水）
10:00 ～ 12:00、13:15 ～ 16:00
場所：①②はイオンモール加西北条
店、③は市役所
問合先：健康課☎㊷ 8723

ねっぴ～商品券の使用期限
 は 1 月 31 日まで

平成 27 年 7 月 11 日から販売した
20％のプレミアム付商品券（ねっ
ぴ～商品券）の使用期限は、平成
28 年 1 月 31 日までです。お早め
に使用ください。
問合先：加西商工会議所☎㊷ 0416

お買物金額の 20％を還元
お得なキャンペーンの第 2 弾「は
ばたんシールお買物ポイント事業」
として、お買物金額の 20％を還元
します。
期間：1/9（土）～ 31（日）
店舗：58 店（たぬきカード加盟店、
アスティアかさい専門店）
利用方法：店舗で 500 円お買い上
げごとにシール 1 枚を進呈。店舗
にある台紙にシール 10 枚を貼り付
ければ 1,000 円分の金券として次
回のお買物に使用できます。
問合先：加西商工会議所☎㊷ 0416

くらし

こどもを守るための救命講習会
日時：2/4（木）9:00 ～ 12:00
場所：アスティアかさい 3 階ライ
トスポーツスタジオ
講師：加西消防署員
定員：先着 20 人
募集期間：1/26（火）まで
申込先：ファミリーサポートクラブ
☎㊷ 0111

おでん列車
いつもとは違う列車内の空間で、お
でんやお酒、ショーを楽しみながら
話に花を咲かせませんか。
日時
① 1/30（土）17:48 発～ 19:20
② 1/31（日）11:50 ～ 13:20
③ 2/ 6（土）17:48 発～ 19:20
④ 2/ 7（日）11:50 ～ 13:20
集合場所：北条町駅
※①③は粟生駅まで往復します。②
④は列車は停車したままです。
内容：おでんセット・かしわめし・
おつまみが付いています。ビール・
お酒（ワンカップ）・お茶は飲み放
題です。※①②は「さゆりちゃんの
ものまねショー」、③④は「藤野ひ
ろ子歌謡ショー」もあります。
定員：各便先着 40 人
料金：4,000 円（税込）
※列車で北条町駅へお越しの方は往
復無料券をお渡しします。
募集期間：1/5（火）～
申込先：北条鉄道㈱☎㊷ 0036
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スマートフォンでお小遣いが稼げる！？
【事例】SNS で“お小遣いが稼げる”というサイトを知
り、会員登録したら「50 万円譲る」というメールが届い
た。「お金を受け取るには直接連絡先を交換しないといけ
ない。正会員になってほしい」と言われ、会員料 5 千円を支払った。
　さらに、「文字化けを解除する必要がある。連絡先が交換できたら、そ
の分も支払う」とメールが届き、2 万円支払った。その後も、なかなか相
手と連絡先が交換できないうえに、追加で 5 万円請求された。

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）　☎局番なし 188 番

【解説】簡単な条件で、“お小遣いが稼げる”“大金がもらえる”というこ
とはあり得ません。「お金を譲る」「悩みを聞くだけでお金をあげる」など、
知らない人から届くメールやメッセージには絶対返信してはいけません。
　お金を受け取るはずが、何かと理由を付けてお金を請求されます。後で
だまされたと分かってもお金は戻ってきません。
　少しでも「変だな？」と感じたら、加西市消費生活相談窓口までご相談
ください。

東播都市計画（案）の縦覧
内容：①倉谷町産業公園地区地区計
画の決定　②西高室地区地区計画の
決定　③加西市公共下水道の変更
期間：1/8（金）～ 22（金）
場所：都市計画課（市役所 5 階・
平 日 8:30 ～ 17:15）、 各 公 民 館、
地域交流センター　※①②は市ホー
ムページでも閲覧できます。
意見提出：縦覧期間中に閲覧場所に
ある意見書を提出してください。
問合先：都市計画課☎㊷ 8753

兵庫県版ベビーギフトカタ
 ログの請求はお済みですか

対象児：平成 27 年 1 ～ 12 月生ま
れで、県内の市町に住民登録をされ
た赤ちゃん
進呈内容：第 1・2 子／ 1 万円相当、
第 3 子以降／ 3 万円相当
申込：お送りしている申込書で申し
込みください。※ 1 月 1 日時点で、
11 月生まれの赤ちゃんの分まで送
付しています。
カタログ請求：2/15（月）まで
商品請求：3/15（火）まで
問合先：兵庫県こども政策課
☎ 078-362-4183  ℻ 078-362-3011

特定創業支援事業
 「かさい創業塾」

創業にかかる財務や経営などの基礎
を学びます。また、セミナー終了後
に個別相談会を行いますので、希望
者はお申し込みください。
日時：1/16（土）、23（土）
10:00 ～ 17:00
場所：加西商工会議所　会議室
講師：細川祐三さん（中小企業診断
士）　ほか
対象：創業を検討中の方、準備を進
めている方、創業されて間もない方
定員：先着 15 人　　受講料：無料
申込先：加西商工会議所☎㊷ 0416

就職支援セミナー
■面接準備基礎講座
面接の場で必ず聞かれる志望動機・
退職理由・長所・短所など、自分ら
しい受け答えを考えてロールプレイ
を行います。
日時：1/20（水）14:00 ～ 16:00
場所：アスティアかさい 3 階集会室
定員：先着 20 人
申込先：加西市ふるさとハローワー
ク☎㊷ 7600

1 月 15 日から「すぱーく
 加西」の供用開始

屋内ゲートボール場「すぱーく加
西」の改修工事終了に伴い、1 月
15 日から供用を開始します。
問合先：すぱーく加西☎㊷ 6302
加西勤労者体育センター☎㊼ 1420

税

納期内納付にご協力を
市県民税 4 期、国民健康保険税 7
期の納期限は 2 月 1 日（月）です。
問合先：税務課☎㊷ 8712

募 集

「加西市教育振興基本計画」
 パブリックコメント募集

全国に誇れる「教育都市かさい」の
実現に向け、第 2 期「加西市教育
振興基本計画」を策定します。計画
案に対するご意見を募集します。
閲覧場所：教育総務課
※市ホームページ、各公民館、地域
交流センターでも閲覧できます。
意見募集期間：1/15（金）まで
意見提出方法：閲覧場所にある「意
見・提案用紙」を提出してください。
問合先：教育総務課☎㊷ 8770

加西市定例教育委員会
どなたでも傍聴できます。
日時：1/28（木）13:30 ～
場所：市役所 1 階多目的ホール
問合先：教育総務課☎㊷ 8770
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