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■ねひめキッズからのお知らせ
●ひなまつり会

「mama ねひめ」による人形劇を楽しみましょう。
日時：3/3（木）11:00 ～ 12:00
●子育て講座「元気な歯にするためには」
日時：3/18（金）11:00 ～ 11:30
●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：3/15（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
●巡回劇場・オカリナ演奏を楽しもう
日時：3/16（水）10:00 ～ 11:00
●キッズ☆ベビーダンス
日時：3/23（水）10:30 ～ 11:30
講師：吉田志津佳さん（ベビーダンス認定インストラクター）
定員：親子 30 組　　持ち物：タオル、飲み物、体育
館シューズまたは上靴、靴袋
●mama		market の出店者募集
育児グッズや雑貨などを出店していただける方を募集
します。
日時：4/28（木）10:00 ～ 12:00
ブース数：先着 20 ブース
※業者の方は出店できません。
募集期間：3/7（月）～
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
●なかよしフェスティバル

「mama ねひめ」による人形劇とトーンチャイムを楽
しみましょう。
日時：3/17（木）10:00 ～ 11:00
●親子で楽しむ音楽遊び
日時：3/22（火）10:00 ～ 11:00
講師：大﨑孝美さん（ひろばアドバイザー）
申込先（場所）：ほくぶキッズ（オークタウン加西）
☎＆℻ 44-0719

青野原駐屯地「桜ひろば」
	～駐屯地でお花見をしよう～

桜の季節に青野原駐屯地を一般開放
します。お花見をお楽しみくださ
い。
期間：3 月下旬～ 4 月中旬
※桜の開花状況により前後します。
場所：青野原駐屯地（小野市桜台 1）
問合先：青野原駐屯地
☎ 0794-66-7301　内線 280

社納税協会の簿記教室
日時：6/1 ～ 7/6 の毎週水曜日
13:30 ～ 15:30　※全 6 回
場所：社納税協会 2 階会議室
講師：小川裕右さん（税理士）
定員：先着 24 人
受講料：2,000 円（テキスト代含む）
※同協会の会員は無料
申込先：社納税協会
☎ 0795-42-0360  ℻ 0795-42-4449

第 8 回西国街道北条の宿
	“思い出のひな飾り展”

県歴史的景観形成
地区の北条のまち
なみで、町屋など
を利用して、各家
庭 で 20 ～ 60 数
年大切に保管されてきたひな飾りを
展示しています。まち歩きの際に、
お立ち寄りください。
期間：4/3（日）まで
※時間は 10:00 ～ 16:00
場所：北条の宿界隈（12 家族 2 施設）
問合先：観光案内所☎ 42-8823

石仏彫り体験作品展
「石彫り体験」の
一般参加者 10 人
と北条東小 6 年生
10 人が制作した
ミニ石仏を展示し
ます。
期間（時間は 9:00 ～ 17:00）
一般：3/1（火）～ 7（月）
北条東小：3/8（火）～ 14（月）
場所：アスティアかさい 3 階ウォー
ルギャラリー
問合先：文化・観光・スポーツ課
☎ 42-8715

アクアスかさいの利用を
	4 月 1 日から再開

芝張工事に伴い、利用制限を行って
いました「アクアスかさい」の利用
を、4 月 1 日（金）から再開します。
問合先：勤労者体育センター
☎ 47-1420

第 4 回鐵心書道展
日時：3/27（日）～ 30（水）
9:00 ～ 17:00 ※ 27 日は 13:00 ～
17:00。30 日は 16:00 まで。
場所：アスティアかさい 3 階交流プラザ
問合先：書道研究  鐵心会

（三宅羅山代表）☎ 49-0331

古法華自然公園
	もちつき・カルタ大会
日時：3/20（日）10:00 ～
場所：古法華自然公園管理棟
対象：小学生以下と保護者
定員：先着 20 組
参加費：1 人 300 円
問合先：㈱清光社☎ 079-446-0081
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4 月から電力自由化がスタート！　便乗商法に気をつけて！！
【事例】4 月から家庭でも電力会社が自由に選択できる「電力自由化」が
実施されます。多くの業種が電力供給に参入し、「電力会社を乗り換える
と安くなる」「携帯電話やガスなど他の商品とのセット割引」などさまざ
まなサービスの提供が見込まれます。
　しかし、それに便乗した詐欺も増加すると予想
されます。正しい知識を身に付け、だまされない
よう気をつけましょう。

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

●契約内容によって「料金が変わる」場合があります。
　どのような条件で安くなるか、契約期間が長期なものになっていないか、
解約時に違約金が発生しないか、など十分確認しましょう。
●便乗した太陽光発電システムやプロパンガスなどの勧誘があります。
　電気料金との関係をよく確認し、直接関係のない契約はその必要性につ
いてよく考えましょう。
●自由化がスタートしても、ブレーカーやメーターの交換などの工事は一
切ありません。
　「電力会社を変えたから交換が必要」と言うのは詐欺です。
●電力会社の変更による大きな工事はありません。電力測定器（スマート
メーター）を取り付けるだけです。
　設置は無料。「設置料金が必要になります」と言うのは詐欺です。

家畜の飼育状況を報告して
	ください

家畜伝染病予防法により、家畜（牛、
鹿、ヤギ、馬、イノシシ、ニワト
リ、アヒルなど）の飼養者は、毎年
2 月 1 日時点の家畜の頭羽数、家畜
の衛生管理の状況を県に報告するこ
とが義務づけられています。詳しく
はお問い合わせください。
問合先：姫路家畜保健衛生所
☎ 079-240-7085

くらし

三ノ宮ゆき高速バスを増便
北条・泉バス停と三ノ宮を結ぶ高速
バス（山崎～三ノ宮線）が、3 月 1
日から往復各２便増便されます。三
ノ宮との往復は 1 日 14 便になりま
す。
増便ダイヤ
三ノ宮行き
北条 5:40 →泉 5:45 →三ノ宮 6:50
北条 11:25 →泉 11:30 →三ノ宮 12:35
北条行き
三ノ宮 7:20 →泉 8:24 →北条 8:29
三ノ宮 14:00 →泉 15:04 →北条 15:09
問合先：株式会社ウエスト神姫
☎ 0790-62-1720

国民年金の任意加入制度
老齢基礎年金（65 歳から受けられ
る年金）は、20 歳から 60 歳にな
るまでの 40 年間保険料を納めなけ
れば、満額を受け取ることができま
せん。国民年金保険料の納め忘れな
どにより、保険料の納付済期間が
40 年間に満たない場合は、60 歳か
ら 65 歳になるまでの間に国民年金
に任意加入して保険料を納めること
により、満額に近づけることができ
ます。なお、老齢基礎年金を受ける
ためには保険料の納付済期間や保険
料の免除期間等が原則 25 年以上必
要となりますが、要件を満たしてい
ない場合は、70 歳になるまで任意
加入することができます。また、海
外に在住する日本国籍を持つ方も、
国民年金に任意加入することができ
ます。詳しくは、お問い合わせくだ
さい。
問合先：市民課☎ 42-8722　加古
川年金事務所☎ 0794-27-4740 　「怪しい電話があった」「契約に際してトラブルになった」「契約したが

不安になった」、こんな時は加西市消費生活相談窓口までご相談ください。

東播都市計画下水道の都市
	計画決定を変更

農業集落排水処理施設から公共下水
道への変更（11 地区）などの変更
内容を縦覧できます。
変更決定日：1/29（金）
縦覧場所：都市計画課
問合先：都市計画課☎ 42-8753

Ｂ型肝炎被害者救済のため
	の無料相談・説明会

平成 24 年 1 月、幼少時の予防接種
によってＢ型肝炎ウイルスに感染し
た被害者に 50 万円から 3600 万円
までの給付金を支払う特別措置法が
制定されました。制度が利用できる
か、手続きの方法や費用など、さま
ざまな疑問に、制度内容に精通した
弁護士がお答えします。
日時：3/26（土）14:00 ～ 16:00
場所：健康福祉会館 2 階  研修室 2
参加費：無料　※予約不要
問合先：Ｂ型肝炎大阪弁護団（玉田）
☎ 06-6809-2144
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