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■ねひめキッズからのお知らせ
●豆まき会「鬼は外、福は内」
豆をまいて鬼退治をして福をよびましょう。お話遊び
や製作遊びもします。
日時：2/3（水）11:00 ～ 12:00
●家庭教育講座「どうしたらいい？子どものわがまま」
日時：2/8（月）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：2/16（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
●炊飯器で作る体にやさしいおやつと簡単ごはん
　～冬野菜で免疫力を高めよう～
日時：2/9（火）10:00 ～ 12:30
講師：村上貴美子さん（料理科学
研究家）　
定員：20 組の親子
参加費：300 円（材料費）
メニュー：さといもホワイトシチュー、簡単いなり、
フルーツ丸ごとケーキ
持ち物：筆記用具、エプロン、三角巾、ふきん、米 1
合、お茶、子どもの食器
●小児科医から学ぼう！～知って
おこう集団保育をはじめる前の予
備知識～
日時：2/19（金）13:30 ～ 14:30
講師：酒井圭子院長（さかいこどもクリニック）
定員：20 組の親子
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
●親子体操「ママと一緒に 1・2・3 ！」
日時：2/8（月）10:00 ～ 11:00
講師：東郷安子さん（運動指導員）
持ち物：上靴、靴袋
●子どもに伝えたい伝承あそび
日時：2/23（火）10:00 ～ 11:00
講師：平田一穂さん（ひろばアドバイザー）
内容：わらべ歌、手遊び
申込先（場所）：ほくぶキッズ（オークタウン加西）
☎＆℻ 44-0719

募 集

10月分～ 1月分の児童手当
 の支給日は 2月10日（水）

入金は通帳記帳などでご確認くださ
い。申請の時期によって、振込日が
変わることがあります。現況届を提
出されていない方は、早急に提出し
てください。
問合先：地域福祉課☎ 42-8709

入札参加資格登録の補充受付
平 成 26・27・28 年 度 建 設 工 事、
測量等（測量・建設コンサル等）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：3/1（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 3/10 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

学校での必要な費用を援助
 （新小学5年生・新中学3年生）

経済的な理由によって、小・中学校
への就学が困難な児童生徒の保護者
に対して、学校で必要な費用（学用
品費、校外活動費等）の一部を援助
します。要件等の詳細は、学校を通
じて案内文書を配布します。なお、
新小学 5 年生と新中学 3 年生以外
の保護者へは、6 月にご案内します。
問合先：学校教育課☎ 42-8771
または在籍する小・中学校

東播都市計画（案）の縦覧
内容：東播都市計画地区計画「下宮
木町南部産業集積地区地区計画」
期間：2/10（水）～ 24（水）
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　※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

県道三木宍粟線（丸山バイ
 パス）の事業説明会

土地収用法第 15 条の 14 の規定に基
づく説明会です。事業計画の概要や
損失補償の考え方等を説明します。
日時：2/23（火）19:00 ～
場所：アスティアかさい 3 階多目
的ホール
問合先：加東土木事務所
☎ 0795-42-5111  内線 526、521
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ボタン電池の誤飲に注意
【事例】1 歳の子どもがキッチンタイマーで遊んでいた。片づけようとし
たら、電池のふたが外れていて、中のボタン電池がなくなっていた。部屋
を探しても見つからなかったので、もしやと思い、子どもを病院へ連れて
行くと、胃の中にボタン電池があった。

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】ボタン電池を誤飲すると、放電で起こる『化
学やけど』により「消化管に穴が開く」「潰瘍（かい
よう）ができる」などの重大な事故につながる場合
があります。ボタン電池は、リモコン、キッチンタ
イマー、体温計など家庭内にあるさまざまな電化製品に使用されています。
　子どもは、成長過程で、手にしたものを何でも口に運ぶようになります
ので、特に注意が必要です。ボタン電池やコインなどは、こどもの手の届
かない場所に保管し、誤飲を予防する環境をつくりましょう。
　ボタン電池などを誤飲したとき、または鼻や耳の穴に入れてしまったと
きは、すぐに医師の診断を受けましょう。

小・中・特別支援学校の非常勤
 講師（初任教員研修）を募集

県教育委員会は、県
内の市町組合立小・
中・特別支援学校（神
戸市を除く）で実施
する初任者研修にかかる非常勤講師
を募集します。
勤務内容：初任者研修にかかる授業
の補充など
報酬等：時給 2,770 円（平成 27 年
度現行額。変更の可能性あり）。交
通費は支給限度額の範囲で実費支給
資格：希望する校種の教育職員免許
法に定める小・中・高等学校教諭普
通免許状の所持者または 4 月 1 日
までに取得できる方
募集期間・申込先
2/1（月）～ 3/11（金）の平日／播
磨東教育事務所（加古川総合庁舎 9
階）☎ 079-421-1101
2/1（月）～ 29（月）の平日／市
教育委員会学校教育課（市役所 6 階）
☎ 42-8771

県立障害者高等技術専門学院
 平成28年度学院生募集

CAD 等製図技術者や簿記、システ
ム等の知識を習得できます。
対象：身体などに障がいのある求職
者等
科目：ものづくり科、ビジネス事務
科、情報サービス科
授業料：無料（教材等は自己負担）
選考方法：学力試験、面接等
募集期間：2/29（月）～ 3/16（水）
※現住所を管轄する公共職業安定所
で相談の上、応募してください。
問合先：県立障害者高等技術専門学
院（神戸市西区）☎ 078-927-3230

第3回観光まちづくり活動交
 流会（まち活）参加団体募集

平成 27 年度に行ったまちづくり活
動の内容についての報告会および意
見交換会に参加していただける団体
を募集します。観光まちづくり大賞
などを決定します。団体同士の交流
を広げませんか。
日時：4/17（日）13:30 ～ 16:00
場所：アスティアかさい 3 階多目
的ホール・交流プラザ
対象：市内で活動しているまちづく
り活動団体（協議会、NPO など）
申込：自己紹介用紙（市ホームペー
ジ）を FAX またはメール
募集団体数：12 団体
※ 1 団体につき、5 分の活動報告お
よびパネル（110㎝× 180㎝）を 2
枚お貸しします。パネルは、4/17
～ 24 まで交流プラザで展示します。
募集期間：3/4（金）まで
申込先：観光まちづくり協会（文化・
観光・スポーツ課内）☎ 42-8715  
℻ 42-8745  kanko@city.kasai.lg.jp

うれしの学園生涯大学
 平成 28 年度入学生募集

豊かな生活を送るために必要な教養
と地域活動の基礎を学ぶ「4 年制大
学講座」と、少人数のグループで楽
しみながら地域活動実践の知識を学
び、地域で活動する「大学院講座（2
年間）」の受講生を募集します。
対象：原則として東・北播磨地域在
住のおおむね 60 歳以上の方
定員：大学 60 人、大学院 30 人
※応募多数の場合は抽選
講座：年間約 20 回（原則火曜日）
受講料：年間 12,500 円
募集期間：2/19（金）まで
問合先：嬉野台生涯教育センター（加
東市）☎ 0795-44-0712

放送大学4月生募集
平成 28 年度第 1 学期（4 月入学）
の学生を募集します。テレビ等の放
送やインターネットを通して学ぶ通
信制の大学です。心理学・福祉・経
済・歴史・文学・自然科学など、幅
広い分野を学べます。
出願期間：3/20（日）まで
問合先：放送大学姫路サテライトス
ペース☎ 079-284-5788
※ホームページでも受け付けています。
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