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■ねひめキッズからのお知らせ
●オカリナ演奏とおはなし会
日時：8/2（火）11:00 ～ 12:00
演奏：松本孝美さん（図書館ボランティア）
●歯科衛生士による「歯のおはなし」
日時：8/26（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：8/16（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
●夕涼み会「リコーダー演奏、お店屋さんごっこ」
日時：8/4（木）18:00 ～ 20:00　※要申込
演奏：リコーダーアンサンブル「おもちゃ箱」
参加費：子ども 1 人 200 円
持ち物：タオル、靴袋、飲み物　
●ゆったりヨガでりらっくす
日時：8/9（火）10:00 ～ 11:00　　参加費：無料
講師：上坂亜矢美さん（ヨガインストラクター）
定員：30 組の親子　　持ち物：バスタオルまたはマッ
ト、タオル、運動しやすい服装、靴袋、飲み物
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
●乳幼児のための救急法
加西消防署職員による講話と心肺蘇生法の実演講習。
病気やけがの対応も学びます。
日時：8/3（水）10:00 ～ 11:30
●どろんこ遊び
日時：8/5（金）10:00 ～ 11:00
持ち物：帽子、サンダル、着替え、タオル、飲み物
問合先（場所）：ほくぶキッズ（オークタウン加西）
☎＆℻ 44-0719

わくわく子育て情報

就職支援セミナー
■使える自己分析講座
～「自分ネタ帳」作りからイケる自
己ＰＲを仕上げよう！～
日時：8/23（火）14:00 ～ 16:00
場所：アスティアかさい 3 階集会室
講師：池田泰憲さん（若者しごと倶
楽部サテライト播磨）
定員：先着 20 人
受講料：無料
申込先：加西市ふるさとハローワー
ク☎ 42-7600

■認定こども園であそぼう
●愛の光こども園「整美体操」
日時：8/24（水）10:30 ～ 11:30
講師：吉村千恵さん（まちの子育てひろばアドバイザー）
対象：0 ～ 3 歳児と親※要申込　　参加費：無料
場所・申込先：愛の光こども園☎ 48-2733

くらし

加西市定例教育委員会
どなたでも傍聴できます。
日時：8/25（木）14:00 ～
場所：市役所 1 階多目的ホール
問合先：教育総務課☎ 42-8770

ヘイトスピーチ　許さない
近年、特定の民族や国籍の人々を排
斥する差別的言動がヘイトスピーチ
として社会的関心を集めています。
ヘイトスピーチによる被害など、人
権に関する問題についてお悩みの方
はご相談ください。
相談員：法務局職員、人権擁護委員
相談電話：☎ 0570-003-110
問合先：神戸地方法務局社支局
☎ 0795-42-0201

国民年金保険料の納め忘れ
 はありませんか？

老齢基礎年金（65 歳から受けられ
る年金）は、20 歳から 60 歳まで
の 40 年間保険料を納めなければ、
満額の年金を受け取ることができ
ません。保険料の納め忘れなどに
より、納付済期間が 40 年に満たな
い場合は、60 歳から 65 歳の間に
国民年金に任意加入し、保険料を納
めることで、満額に近い年金を受け
取ることができます。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などが原則
25 年以上必要となりますが、満た
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、
任意加入することができます。
問合先：市民課☎ 42-8722　加古
川年金事務所☎ 079-427-4740

就学義務猶予免除者等の
 中学校卒業程度認定試験

病気などやむを得ない理由により、
保護者が小・中学校に就学させる義
務を猶予または免除された子等につ
いて、中学校を卒業した者と同等以
上の学力があるかどうかを認定する
ために国が行う試験です。合格する
と、高等学校の入学資格が与えられ
ます。受験資格や出願書類など、詳
しくは、文部科学省のホームペー
ジ を ご 覧 く だ さ い（http://www.
mext.go.jp/a_menu/shotou/
sotugyo/1263188.htm）。
試験日：10/27（木）
会場：県民会館会議室 1203 号室
問合先：学校教育課☎ 42-8771
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「迷惑電話防止装置無料モニター」を募集（先着 50 人）
　近年、迷惑電話による消費者被害が増加しています。
　特に、高齢者などを狙う健康食品・布団、リフォーム
工事、マンション等の販売業者からの電話勧誘や訪問販
売を断りきれず契約してしまう事例が発生しています。
　この迷惑電話防止装置には、2 万件を超える迷惑電話番号が登録してあ
り、その番号からの着信は呼び出し音が鳴らない設定になっています。
　家庭用の電話機に線をつなぐだけで、多くの迷惑電話を防止することが
できます。平成 29 年 3 月 31 日までは無料ですので、ご不安がある方は
ぜひご利用ください（以降は解約も可、継続の場合は毎月 400 円が必要）。
　ただし、ナンバーディスプレイなどの電話番号表示サービスの契約が必
要です。

問合先：ふるさと創造課☎ 42-8706

東播都市計画地区計画を決定
市街化調整区域の既存事業所集積地
のさらなる工業的土地利用促進を図
るため決定した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」の内容を縦覧できます。
決定日：6/22（水）
縦覧場所：都市計画課☎ 42-8753

納期内納付にご協力を
平成 28 年度市県民税 2 期、国民健
康保険税 2 期の納期限は 8 月 31 日

（水）です。
問合先：税務課☎ 42-8712

終戦当時引揚者の皆さまへ
税関では、お預かりしている通貨や
証券などをお返ししています。
■終戦後、外地から引き揚げてこら
れた方々が、上陸地の税関、海運局
に預けられた通貨や紙幣。
■外地の集結地で、総領事館等に預
けられた証券などのうち、日本に送
還されたもの。
返還のお申し出は、本人だけでな
く、家族の方々でも可能です。
問合先：姫路税関支署管理課
☎ 079-235-4571

サクラサイト被害撲滅
 全国一斉110番

兵庫県弁護士会は、悪質な出会い系
サイト等による詐欺的被害、また、
求人や占い・懸賞・芸能人との交流・
副業紹介サイト等をきっかけに、有
料サイト登録に至り、高額な課金を
請求されるなどでお悩みの方の相談
に無料で応じます。
日時：8/24（水）10:00 ～ 15:00
相談電話：☎ 079-288-6620
問合先：兵庫県弁護士会姫路支部
☎ 079-282-8458

個人事業税の納付をお忘れなく
平成 28 年度個人事業税の納期限は、
第 1 期分 8 月 31 日（水）、第 2 期
分 11 月 30 日（水）です。納税は
便利な口座振替をご利用ください。
問合先：北播磨県民局  加東県税事
務所☎ 0795-42-5111

第十回特別弔慰金の申請は
 お済みですか

平成 27 年 4 月 1 日時点で、公務扶
助料や遺族年金等を受ける方（戦没
者等の妻や父母等）がいない場合、
次の順番による先順位のご遺族お一
人に、特別弔慰金を支給します。
1．平成 27 年 4 月 1 日までに戦傷
病者戦没者遺族等援護法による弔慰
金の受給権を取得した方
2．戦没者等の子
3．戦没者等の①父母②孫③祖父母
④兄弟姉妹※要件により、順番が入
れ替わります。
4．1 から 3 以外の三親等内の親族

（甥、姪等）※戦没者等の死亡時ま
で引き続き 1 年以上の生計関係を
有していた方に限ります。
支給内容：額面 25 万円、5 年償還
の記名国債
請求期間：H30.4/2 まで
国債の交付：請求後概ね 10 カ月か
ら 1 年後（補正期間は除く）
請求・問合先：福祉企画課☎ 42-8724

募 集

人権問題文芸作品「のじぎ
 く文芸賞」募集

人権の大切さや思いやり、支え合う
ことの素晴らしさなど、人権文化の
創造や人権課題の解決に関する内容
が描かれた文芸作品を募集します。
対象作品：小説、随筆（手記・作文）、
詩、創作童話※字数制限あり
応募資格：県内在住、在学、在勤の
方で、インターネット上を含む未発
表・未投稿の自作に限る
募集期間：9/10（土）まで
問合先：（公財）兵庫県人権啓発協
会☎ 078-242-5355

中小企業等経営強化法によ
 る支援（固定資産税軽減等）

7 月施行の中小企業等経営強化法に
より、中小企業・小規模事業者等
は、固定資産税の軽減措置（3 年間、
50% 軽減）や各種金融支援が受け
られます。支援認定には人材育成や
財務管理、設備投資など経営力向上
のための取り組みを記載した「経営
力向上計画書」の申請が必要です。
問合先：（中小企業庁）経営力向上
計画相談窓口☎ 03-3501-1957


