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■ねひめキッズからのお知らせ
●家庭教育講座「いじめっ子、い
じめられっ子にならないために」
日時：9/7（水）11:00 ～ 12:00
●リズムあそび
日時：9/13（火）11:00 ～ 12:00
講師：平田一穂さん（県民局アドバイザー）
●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：9/20（火）10:30 ～ 11:30
●塩麹を作ってみよう
日時：10/12（水）11:00 ～　　定員：先着 10 人
材料費：50 円　　募集期間：9/20（火）10:30 ～
申込・問合先（場所）：ねひめキッズ☎ 42-5710
※ 9/23（金）は清掃のため休園します。
■ぜんぼうキッズからのお知らせ
●アルバム作りにチャレンジ「アルバム教室」
日時：9/9（金）10:00 ～ 11:30  材料費：1,200 円
対象：子育て中の親子　募集期間：9/7（水）まで
定員：15 組 　持ち物：鉛筆、定規、写真 3 ～ 5 枚
●ママのからだのふしぎ～妊娠・出産・産後のからだ～
日時：9/20（火）10:00 ～ 11:00
講師：井上千秋さん（助産師）　対象：妊娠中の方
募集期間：9/16（金）まで
●親学習講座「大丈夫！子育て順調よ！！」
日時：10/5（水）10:00 ～ 11:30
講師：熊丸みつ子さん（幼児教育専門家）
募集期間：9/30（金）まで
●「mama  market」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。
日時：10/23（日）10:00 ～ 14:00
ブース数：先着 16 ブース  募集期間：9/12（月）～
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
●「動く・こどもの館号」がやってくるよ！
日時：9/15（木）10:30 ～ 11:30
内容：紙芝居、手遊び、ゲーム、人形劇など
●母のリフレッシュ講座「簡単フラ」
日時：9/21（水）10:00 ～ 11:00 ※抱っこひも持参
講師：永田育子さん（ハワイアンリトミックインストラクター）
●親子体操「からだとからだを使ったふれあい遊び」
日時：9/27（火）10:00 ～ 11:00
講師：冨岡有宏さん（「こどものみかた」代表）
対象：一人で歩ける子どもと親
●親学習講座「こどもの発達を支えるコツ」
日時：9/29（木）10:00 ～ 11:30
講師：瀧井美緒さん（臨床心理士）  持ち物：筆記用具
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

■ファミサポ「こどもの心の発達と大人のかかわり」
日時：9/16（金）13:30 ～ 15:00　
場所：アスティアかさい 3 階集会室
講師：常石秀市医師（医療福祉センターきずな）
定員：20 人　　託児：先着 5 人（要予約・無料）
参加費：無料　　募集期間：9/12（月）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
志望動機の書き方や企業の見るポイ
ントなど、「内定の取れる応募書類
の書き方」をアドバイスします。
日時：9/20（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
●愛の光こども園からのお知らせ
①リトミック＆クラフト
日時：9/12（月）10:30 ～ 11:30　参加費：無料
②心を育てる簡単ご飯
日時：9/26（月）10:00 ～ 12:00
定員：先着 20 人　参加費：無料（別途材料費が必要）
①②対象：0 ～ 3 歳児と親
①②場所・申込先：愛の光こども園☎ 48-2733

公立幼保の入園案内説明会
平成 29 年 4 月以降に入園を予定さ
れているお子さまの家庭などを対象
に、公立幼保施設（認定こども園・
幼児園・保育所・幼
稚園）の入園案内説
明会を行います。
日時：9/27（火）
① 10:00 ～② 14:00 ～③ 16:00 ～
※全て同じ内容です。
場所：市役所 1 階多目的ホール
問合先：こども未来課☎ 42-8726

弁護士による無料法律相談
専門的な立場から適切なアドバイス
を受けることができます。疑問に
思っておられることやお悩みのこと
等、なんでもご相談ください。事前
予約制です。
日時：9/14、10/19、11/16、1/18、
2/15 の毎回水曜日 13:00 ～ 16:00
場所：アスティアかさい 3 階ワー
クルーム
定員：各日 6 人（1 人 30 分程度）
申込先：ふるさと創造課☎ 42-8706
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通信販売の契約条件をよく確認しましょう！！
【事例】インターネットで『初回お試し 500 円』と記載のあった健康食品
を、「500 円なら安い」と思い購入した。
　1 カ月後、同じ商品が届き、請求書が同封されてい
たので、「注文していない」と業者に言うと、「4 回コー
スになっている。中途解約はできない」と言われた。
定期購入を申し込んだ覚えはない。

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
※消費者ホットラインは、一部の PHS、IP 電話、プリペイド式携帯電話
からは利用できません。

【助言】通信販売で、広告を見て 1 回限りの購入だと思って申し込んでも、
定期的に商品を購入する契約になっている場合があります。商品の価格や
印象だけにとらわれず、返品条件などをよく確認してから注文しましょう。
　通信販売には、クーリング・オフの制度は無く、事業者が返品特約を設
けている場合は、それに従うことになります。返品ができる場合でも、「開
封後の返品は不可」「使用後は返品できない」などの条件があることもあり、
注意が必要です。

加西市定例教育委員会
どなたでも傍聴できます。
日時：9/29（木）14:00 ～
場所：市役所 5 階大会議室
問合先：教育総務課☎ 42-8770

東播都市計画地区計画の縦覧
内容：①東播都市計画地区計画「倉
谷町産業公園地区地区計画」の変更
素案　②中富町他 5 町における特別
指定区域の指定素案　③中富町他 7
町における土地利用計画の変更素案
期間：9/9（金）～ 23（金）
閲覧場所：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

軍人恩給等援護制度相談会
兵庫県は、旧軍人の方や遺族に対す
る恩給などの失権を防止するため、
恩給、援護年金、特別給付金等援護
福祉制度の個別相談会を開催します

（予約不要）。
日時：9/16（金）14:00 ～ 16:00
場所：姫路市市民会館第 1 教室
対象：次のいずれかに該当する方
①旧軍人で、実際に軍人としての在
職期間が 3 年以上の方またはその
遺族
②軍人期間中に公務または勤務関連
などにより傷病を受け、現在もこれ
らの傷病による後遺症のある方
③実在職年がはっきりしないが軍人
期間のある方またはその遺族
④戦没者の遺族の方
問合先：県生活支援課恩給援護班
☎ 078-362-3204

特定医療費（指定難病）
 受給者証の更新手続き

特定医療費（指定難病）受給者証の
更新交付を希望される方は手続きが
必要です。受給者には 9 月末まで
に案内文書を送付します。
対象：有効期間が 12 月 31 日まで
の受給者証をお持ちの方で、1 月 1
日以降も引き続き受給者証の交付を
希望される方
受付期間：10/3（月）～ 11/30（水）
※ 12/28 まで受付は可能ですが、
受給者証の発送は、1/1 以降になり
ます。
問合先：加東健康福祉事務所（地域
保健課）☎ 0795-42-5111

納期内納付にご協力を
平成 28 年度国民健康保険税 3 期の
納期限は 9 月 30 日（金）です。
問合先：税務課☎ 42-8712

献血は身近にできるボランティア
安定した血液確保のため、一人でも
多くの方の献血（400ml）が必要で
す。皆さまのご協力をお願いします。
日時：9/18（日）、10/2（日）
10:00 ～ 12:00、13:15 ～ 16:00
場所：イオンモール加西北条
問合先：健康課☎ 42-8723

国民年金保険料は過去5年分
 まで納めることができます

納め忘れの国民年金保険料を平成
30 年 9 月までに限り、過去 5 年分
まで納めることができます（後納制
度）。将来受け取る年金額を増やし
たり、納付期間の不足により年金を
受給できなかった方が受給資格を得
ることができる場合があります。後
納制度は事前審査がありますので早
めに手続きをしてください。1 カ月
分の保険料の納付で増額する老齢
基礎年金は、年額約 1,625 円です。
60 歳以上で老齢基礎年金を受給し
ている方や、65 歳以上で老齢基礎
年金の受給資格がある方は、後納制
度を利用することができません。
問合先：専用ダイヤル☎ 0570-011-
050　市民課☎ 42-8722　加古川
年金事務所☎ 079-427-4740


