
犬の登録と狂犬病予防接種
狂犬病予防法では、犬の登録と生後
90 日を経過した犬の狂犬病予防注
射の接種が義務づけられています。
違反すると 20 万円以
下の罰金に処せられ
る場合があります。
■犬の登録
飼い犬の登録をされていない方は、
環境課で登録の手続きをしてくださ
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。
■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
予防注射を受けてください。
接種期間：4/1（金）～ 6/30（木）
※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。
■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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■ねひめキッズからのお知らせ
●ともだちいっぱい
お話や歌、製作をします。　日時：4/14（木）11:00 ～ 12:00
●ハンドメイドを楽しもう
コップ入れ巾着袋にクレヨンで絵を描きます。
日時：4/26（火）10:20 ～　参加費：100 円　定員：先着 15 人（要申込）
● 3 歳さんおいでおいで
日時：毎週木曜日 11:00 ～ 11:30
対象：H24.4 月～ H26.3 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：4/19（火）10:30 ～ 11:30
申込・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
●笑顔になれる音楽の魔法　　日時：4/20（水）10:00 ～ 11:00　
講師：足立博美さん、梅谷浩子さん（県認定音楽療法士）
●バンドの生演奏「あおぞらコンサート」
日時：4/28（木）11:00 ～ 11:30　　場所：芝生広場
演奏：子連れママバンド“comodo 姫”、NPO 法人ママの働き方応援隊
● mama  market（フリーマーケット）
育児グッズや雑貨などがあります。　日時：4/28（木）10:00 ～ 14:00
●親子ドンドン体操（鉄棒、跳び箱、平均台、マットなど）
日時：5/16（月）から年間 17 回。曜日は月曜日 10:00 ～ 11:15
対象：H24.4 月～ H26.3 月生まれの子と保護者　
定員：先着 20 組　　募集期間：4/4（月）～
申込・問合先（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
●春のフェスティバル（お散歩や簡単なこいのぼり作り）
日時：4/12（火）10:00 ～ 11:00　※雨天時は館内
●親子体操「ママと一緒に 1・2・3 ！」
日時：4/27（水）10:00 ～ 11:00　講師：東郷安子さん（運動指導員）
●産後の体を整え元気に子育て「骨盤体操」
日時：5/10（火）から毎月第 2 火曜日 13:00 ～ 14:00
講師：竹内佳津子さん（スポーツインストラクター）
対象：産後 5 年未満の方（子どもも参加可）
定員：先着 20 組（新規の方優先）
募集期間：4/11（月）～ 15（金）9:00 ～ 17:00
問合先（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：4/20（水）13:30 ～
場所：市役所 5 階大会議室
問合先：教育総務課☎ 42-8770

障がい者の社会参加事業を募集
障がいのある人が住み慣れた地域で
社会参加を通して、その人らしく暮
らすための事業を支援します。
対象団体：NPO、障がい者団体・障
がい者支援グループ、社会福祉法人
など
対象事業：市内の障がい者が、主体
的に社会参加するきっかけとなる事
業（講演・研修、芸術文化活動、料
理教室、スポーツ教室など）
助成限度額：10 万円
※応募多数の場合は、予算の範囲内
で減額する場合があります。
募集期間：4/1（金）～ 5/2（月）
※応募要領は市ホームページまたは
地域福祉課にあります。
問合先：地域福祉課☎ 42-8725
℻43-1801

北条鉄道のダイヤ改正
JR 加古川線などのダイヤ改正に伴
い、北条鉄道でも通勤・通学の時間
帯でダイヤを改正し、乗り継ぎがス
ムーズになりました。変更ダイヤに
ついては、北条鉄道ホームページの
時刻表で確認してください。
問合先：北条鉄道☎ 42-0036

くらし
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有名人を検索しただけでアダルトサイトから請求
【事例】テレビで話題の有名人を、インターネットで検索した。有名人の
画像が表示され、画像を大きくしようとしてクリックしたら、突然「アダ
ルトサイトの会員登録完了」の画面になった。突然のことで焦ったが、画
像をクリックしただけで、登録はしていない。

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】知らないうちにアダルトサイトに誘引され、
料金を請求されるワンクリック詐欺の一例です。「無
料サイトだと思ってクリックしたら、いきなり料金
請求画面が出た」という相談が、性別・年齢を問わず多く寄せられていま
す。このようなアダルトサイトは、有料であるという表示が分かりにくい
場合が多く、安易にアクセスしないことが被害を防ぐため大切です。また、
サイト内の同意ボタンなどをクリックしたり、ダウンロードしたりしない
ようにしましょう。
　「問合先」に連絡しても、「間違えたときは支払わなくてよい」とは言わ
れません。連絡をすると、個人情報などを知られてしまう危険性がありま
す。請求画面が表示されたら、「恥ずかしい」「誰にも知られたくない」と
思わず、自分を守るためにご相談ください。
※請求画面の削除には、（独）情報処理推進機構（IPA）のホームページ
が参考になります（http://www.ipa.go.jp/security/anshin/）。

東播都市計画地区計画を決定
土地区画整理事業予定地の良好な住
環境形成を図るため決定した『東播
都市計画地区計画「西高室地区地区
計画」』の内容を縦覧できます。
決定日：2/18（木）
縦覧場所：都市計画課（平日 8:30
～ 17:15）☎ 42-8753

農用地区域の除外申請を
 受け付けます

住宅の建設等、緊急かつ具体的計画
のある土地利用案件について、加西
農業振興地域整備計画に係る農用地
区域からの除外申請を受け付けます。
受付期間：4/1（金）～ 22（金）
の平日
受付場所：農政課☎ 42-8741

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：4/8（金）～ 22（金）
場 所： 都 市 計 画 課（ 平 日 8:30 ～
17:15）、4 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

就職支援セミナー
雇用形態の仕組みや就職活動の進め
方を学びます。
日時：4/18（月）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

緑の募金にご協力を
豊かな緑と水を育み、次世代へ残す
ため、春の募金運動を実施します。
集まった募金は県内の緑化事業に有
効活用しています。平成 27 年度の
募金額は 715,951 円でした。ご協
力ありがとうございました。募金を
活用し、市内の希望する自治会に計
348 本の苗木を配布しました。
募金運動期間：4/15（金）～ 5/31（火）
問合先：加西市緑化推進委員会（農
政課内）☎ 42-8718

西剣坂町公民館が完成
一般財団法人自治総合センターの宝
くじ社会貢献広報事業「コミュニ
ティ助成事業」を活用して、西剣坂
町公民館が完成しました。今後、コ
ミュニティ
活動を活発
なものにす
る場として
役立ててい
きます。
問合先：環境課☎ 42-8719

相続無料個別相談会
実務経験豊富な弁護士、司法書士、
税理士が相続相談に応じます。
日時：4/23（土）10:00 ～ 12:00、
13:00 ～ 16:00
場所：イオンモール加西北条 1 階
サルビアコート
申込：電話で予約してください（時
間は 1 人 30 分まで）
申込先：シニアライフ SOS 播磨 （竹
代）☎ 079-298-0002

ひょうご地域安全 SOS
 キャッチ電話相談

兵庫県と兵庫県警察は、「ひょうご
地域安全 SOS キャッチ」電話相談
を開設しています。日常生活の中で
異変を察知した際は通報・相談して
ください。適切な関係機関（専門相
談機関や警察など）につなぎます。
日時：平日 9:00 ～ 16:00
※年末年始除く
連絡先：☎ 078-341-1324
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