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■ねひめキッズからのお知らせ
●家庭教育講座「思いやりの心を育てるには」
日時：6/8（水）11:00 ～ 12:00
● 3B 体操
3 つの道具を使って親子で体を動かしましょう。赤
ちゃんから参加できます。
日時：6/14（火）11:00 ～ 12:00
●たなばた会
日時：7/4（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：6/21（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
●ベビーダンスにちゃれんじ！
日時：6/23（木）10:30 ～ 11:30　
講師：吉田志都佳さん（ベビーダンスインストラクター）
対象：0・1 歳の子どもと親　　定員：20 組
●自然を楽しむ“たなばたの飾り作りとミニ工作”
日時：6/27（月）10:00 ～ 11:30
講師：佐伯久代さん（元小学校教諭）　定員：15 組
対象：子育て中の親子　　参加費：300 円（材料費）
●親子で楽しむふれあい体操
日時：6/29（水）10:00 ～ 11:00　
対象：2・3 歳の子どもと親
申込・問合先（場所）：ぜんぼうキッズ（善防公民館）
☎＆℻ 48-3404

■ほくぶキッズからのお知らせ
●わくわく広場　「新聞紙で遊ぼう」
日時：6/15（水）10:00 ～ 11:00
持ち物：新聞紙 3 日分、ゴミ袋 1 枚（45ℓ）
●親学習講座「乳幼児の歯の教室」
日時：6/29（水）10:00 ～ 11:00
講師：加西市歯科衛生士会
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：6/20（月）13:30 ～
場所：市役所 5 階大会議室
問合先：教育総務課☎ 42-8770

特設人権相談を開設
法務省は、人権擁護委員法が昭和
24 年 6 月 1 日に施行されたことを
記念して，毎年 6 月 1 日を「人権
擁護委員の日」と定めています。社
人権擁護委員協議会加西部会では、

「特設人権相談」を設けていますの
で、「いじめ」や「差別」、「プライ
バシーの侵害」などでお悩みの方
は、ご相談ください。
日時：6/7（火）13:00 ～ 15:00
※相談は無料。秘密は厳守されます。
場所：市民会館コミセン 1 階会議室、
アスティアかさい 3 階地域交流セ
ンター
問合先：人権推進課☎ 42-8727

わくわく子育て情報

■ファミサポ「くつ下のぬいぐるみを作ろう！」
裁縫が苦手な方でも簡単に作ることができます。
日時：6/21（火）10:00 ～ 12:00　
場所：アスティアかさい 3 階会議室
講師：地域交流センター登録団体「ちいさなおうち」
参加費：300 円（材料費）　持ち物：針、糸、はさみ
定員：15 人　託児：先着 5 人（要予約・無料）
募集期間：6/14（火）まで
申込先：ファミリーサポートクラブ ☎ 42-0111

就職支援セミナー
採用に関わってきたベテラン講師か
ら面接必勝法「面接のポイント」に
ついて学びます。
日時：6/21（火）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

全国一斉「子どもの人権
 110番」強化週間

学校でのいじめ、体罰、児童虐待な
ど、子どもをめぐるさまざまな人権
問題について、電話相談を受付しま
す。無料、秘密厳守。
日時
6/27（月）～ 7/1（金）8:30 ～ 19:00
7/2（土）、3（日）10:00 ～ 17:00
電話番号：0120-007-110（全国共通）
担当者：人権擁護委員、法務局職員
問合先：人権推進課☎ 42-8727

不法就労・不法滞在防止に
 ご理解とご協力を

外国人の一部には、不法滞在者が存
在し、その多くは不法就労している
ものとみられています。外国人を雇
用する際には、在留カードなどを見
て、働くことができる在留資格であ
るかよく確認してください。
問合先：加西警察署☎ 42-0110

小・中学生への就学援助の
 申請を受付します

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、学校で必要な経費（給食費、
学用品費等）の一部を援助します。
学校を通じて案内文書を配布します
ので、ご確認ください。
問合先：学校教育課☎ 42-8772
または在籍する小・中学校
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注文していないのに、送られてくる商品に注意！！
【事例】注文した覚えがない野菜の苗が、突然家に届いた。
家の誰かが注文したと思い受け取った。家族に聞いても、
誰も注文していない。どうすればいいのか。

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】このような事例が加西市内で多発しています。支払った代金の取り
戻しは困難です。対策として何かを注文した時は、家族に伝えるようにし、
心当たりのない商品の受け取りは慎重にするよう、話し合っておきましょう。
　また、注文した覚えがない場合は、毅然と断りましょう。受け取ってしまっ
た場合は、送り主に連絡し、引き取ってもらうようにしましょう。送り主
が対応しない場合は、すぐに加西市消費生活相談窓口にご相談ください。

みんなの善意で明るい社会
 6月は善意月間です

加西市社会福祉協議会は、「すべての
市民で支えあう福祉のまちづくり」
のため、地域に根ざしたふれあい活
動の推進と安心して暮らせる福祉
サービスの充実に努め、様々な事業
や啓発活動を実施しています。善意
の預託金は、次の事業に活用します。
■支えあう福祉のまちづくり推進
高齢者外出支援（タクシー初乗り運
賃助成）、はつらつ委員会、いきい
き委員会、ふれあいいきいきサロン
■心配ごと相談
法律相談、心配ごと相談
■おめでとう赤ちゃん出生お祝い
■成人式記念品贈呈
問合先：社会福祉協議会☎ 42-8888

免除された国民年金保険料
 の追納をお勧めします

国民年金保険料の免除（全額免除・
一部免除・法定免除）や若年者納付
猶予、学生納付特例の承認を受けた
期間がある場合、保険料を全額納め
た方と比べ、65 歳から受けられる
老齢基礎年金の金額が少なくなりま
す。しかし、申し込みから 10 年以
内の免除等期間に限り、保険料を古
い月分から納める（追納）ことで、
将来受け取る老齢基礎年金を増やす
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

募 集

税

納期内納付にご協力を
平成 28 年度市県民税（普通徴収）全・
1 期の納期限は 6 月 30 日（木）です。
問合先：税務課☎ 42-8712

介護保険料の年金からの天引
 き（特別徴収）が始まります

納付書または口座振替で介護保険料
を納付されている方は、6 月支給の
年金から介護保険料の特別徴収が始
まります。該当者には、6 月上旬に
お知らせの文書を送付します。
対象者：平成 27 年 10 月または 11
月に、①～③のいずれかに該当する
方で、年額 18 万円以上の老齢（退
職）年金または障害年金、遺族年金
を受給している方
① 65 歳以上で年金給付を新たに受
けられた方　②年金給付を受けてい
て 65 歳になられた方　③市内に転
入の届出を行った 65 歳以上の方
問合先：長寿介護課☎ 42-8788

地域密着型サービス運営委
 員を募集

高齢者が住み慣れた地域でいきいき
と安心して暮らせるまちづくりを目
指し、介護保険事業に関する地域密
着型サービスの適正な運営について
協議していただく委員を募集します。
資格：市内在住の 20 歳以上で、介
護保険（特に地域密着型サービス）
に関心を持っている方
※介護保険事業に従事する方や事業
運営に関わる方は対象外
任期：委嘱の日から 2 年間
会議：年 2 回程度
報酬：日額 5,000 円
募集人数：2 人
申込：自己 PR・応募動機を 400 字
以内で郵送または持参
募集期間：6/17（金）まで
申込先：〒 675-2395（住所表記不要）
長寿介護課☎ 42-8788

加古川西部土地改良区職員募集（平成 29 年 4 月採用）
職種：事務および配水・施設管理　　採用人数：若干名
資格：平成元年 4 月 2 日から平成 9 年 4 月 1 日までに生まれた方
募集期間：6/6（月）～ 7/1（金）※土日を除く 8:30 ～ 17:15
試験日：7/31（日）、8/21（日）　※受験申込書等は、加古川西部土地改
良区窓口で入手できます。ホームページからも可能です。
問合先：加古川西部土地改良区（総務係）☎ 49-0915

児童手当の現況届は 6 月中に
対象の家庭には 5 月末に案内を送付
しています。手続きしてください。
問合先：地域福祉課☎ 42-8709


