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■ねひめキッズからのお知らせ
●運動会ごっこ
日時：10/6（木）11:00 ～ 12:00
※雨天時は遊戯室
●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：10/18（火）10:30 ～ 11:30
問合先（場所）：ねひめキッズ☎ 42-5710

■ぜんぼうキッズからのお知らせ
● mama  market（フリーマーケット）
古着や育児グッズ、手作り雑貨などがあります。
日時：10/23（日）10:00 ～ 14:00
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
●赤ちゃん広場「ベビーダンス」
日時：10/12（水）10:00 ～ 11:00
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歳児と親
持ち物：タオル、飲み物、抱っこひも、体温計
●親子体操「ママと一緒に 1・2・3 ！」
日時：10/19（水）10:00 ～ 11:00
講師：東郷安子さん（運動指導員）
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「親子ヨガ」
日時：10/20（木）10:30 ～ 11:30　参加費：無料
場所：アスティアかさい 3 階ライトスポーツスタジオ
講師：平田一穂さん（北播磨県民局）　定員：15 組
※大人のみも可　　募集期間：10/16（日）まで
持ち物：ヨガマット（バスタオル可）、飲み物
申込先：ファミリーサポートクラブ ☎ 42-0111

加西市定例教育委員会
どなたでも傍聴できます。
日時：10/25（火）14:00 ～
場所：市役所 5 階大会議室
問合先：教育総務課☎ 42-8770

北条幼稚園
 親子フリーマーケット

地域商店から提供いただいた品々、
各家庭の日用品・雑貨品をそろえま
した。
日時：11/5（土）9:30 ～ 11:00
場所：北条幼稚園☎ 42-0420

平成27年度教育委員会
 点検評価を公表

教育委員会の事務の点検および評価
を行い、その結果を報告書にまと
め、市ホームページで公表していま
すので、ご覧ください。
問合先：教育総務課☎ 42-8770

■保育所・幼児園・認定こども園であそぼう
日時・場所（申込先）・内容
10/5（水）9:30 ～ 11:00
別府幼児園（☎ 47-0601）「さつま芋ほり」
10/6（木）10:00 ～ 11:30
泉第三保育所（☎ 44-1971）「人形劇」
10/6（木）9:30 ～ 11:00
日吉幼児園（☎ 45-0324）「運動会ごっこ」
10/18（火）10:00 ～ 11:30
北条西保育所（☎ 42-3630）「運動会ごっこ」
対象：在宅で子育て中のお母さんと子ども
※別府幼児園は富合小学校区の未就園児親子 10 組
参加費：1 人 50 円（傷害保険料）
●幼稚園・幼児園・こども園ウィーク
公立各園の子どもたちの生活や遊びの様子を知ること
ができます。詳しくは各園へお問い合わせください。
日時：10/12（水）～ 14（金）9:30 ～ 11:30
●愛の光こども園「リトミック＆クラフト」
日時：10/24（月）10:30 ～ 11:30
参加費：無料　　対象：0 ～ 3 歳児と親
申込先：同園☎ 48-2733

第 2 回加西市総合教育会議
市長と教育委員会が、教育の課題と
目指すべき姿などを共有し、連携し
ながら効果的な教育施策を推進して
いきます。どなたでも傍聴できます。
日時：10/25（火）15:30 ～
場所：市役所 5 階大会議室
問合先：人口増政策課☎ 42-8700

6 ～ 9月分の児童手当の
支給日は 10月7日（金）

入金は通帳記帳などでご確認くださ
い。申請の時期によっては、振込日
が変わることがあります。現況届を
提出されていない方は、早急に提出
してください。
問合先：地域福祉課☎ 42-8709

農用地区域の除外申請を
 受け付けます

住宅の建設など、緊急かつ具体的計
画のある土地利用案件について、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：10/3（月）～ 21（金）
の平日
受付場所：農政課☎ 42-8741
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光回線サービスの乗り換えは慎重に！！
【事例】大手電話会社を名乗り「新サービスです」と電話があ
り、長年契約している会社だと思って話を聞いた。「サービス
が変わり、光回線サービスの利用料が安くなる」と、電話会
社の言うとおりに転用承諾番号をインターネットで取得した。
しかし、届いた登録完了通知書は、大手電話会社とは別会社との契約であ
ることがわかり、解約したい。

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】光回線やプロバイダを変更すれば通信料金が安くなるという電話
勧誘によるトラブルが増えています。
　5 月に電気通信事業法が改正となり、電話通信サービスには初期契約解
除制度が適用され、契約書面の受領日から 8 日間は解約できることになり
ました（対象外のサービスもあり）。ただし、工事費や事務手数料は、事業
者が請求できます。一緒に購入した端末等の費用も消費者負担となります。
　「安くなる」と勧誘されても、契約中の回線業者などへの違約金や、オ
プションサービス等により安くならない場合があります。勧誘先の会社を
確認し、すぐに契約せずにしっかりと内容を確認しましょう。

納期内納付にご協力を
平成 28 年度市県民税 3 期、国民健
康保険税 4 期の納期限は 10 月 31
日（月）です。
問合先：税務課☎ 42-8712

労働・年金・成年後見等に
 関する無料相談会

各種年金・社会保険・労働保険・成
年後見制度など、ご相談ください。
日時：11/3（木）10:00 ～ 16:00
場所：イオンモール加西北条 1 階
サルビアコート
問合先：兵庫県社会保険労務士会
西脇支部（仁科初美支部長）
☎ 090-1157-1286

公証週間（10月1 ～ 7日）
不動産売買など重要な取引をしたり
遺言を残したりするときは、トラブル
防止のため公正証書の作成をお勧め
します。詳しくは、公証役場へお問い
合わせください。相談は無料です。
問合先
姫路西公証役場☎ 079-222-1054
加古川公証役場☎ 079-421-5282

将来の年金額を増やしたい
 方は「付加年金」を

国民年金第 1 号被保険者（自営業の
方など）と任意加入被保険者は、定
額保険料に付加年金保険料（月額
400 円）をプラスして納付すると、
将来の老齢基礎年金に付加年金が上
乗せされます。付加年金を 2 年以上
受け取ると、支払った付加保険料以
上の付加年金が受け取れます。付加
年金保険料は、納付期限を経過した
場合でも、期限から２年間は納付す
ることができます。

（例）付加年金保険料を 5 年間納付
納める保険料／ 400 円× 5 年（60
カ月）＝ 24,000 円
受給する付加年金額（年間）／ 200
円× 5 年（60 カ月）＝ 12,000 円
※毎年 12,000 円の付加年金が上乗
せされ受給できます。
問合先：市民課☎ 42-8722

事業者がごみを持ち込む際
 は確約書が必要になります

10 月 1 日から、事業者が小野クリー
ンセンターへごみを持ち込む場合、
一般廃棄物を証明する「確約書」の
提出が必要になります。同センター
は一般廃棄物の処理施設であり、産
業廃棄物を搬入することはできませ
ん。確約書は同センターにあります。
問合先：同センター☎ 0794-62-6250
環境課☎ 42-8719

弁護士による無料法律相談
疑問に思っていることや悩んでいる
ことなど、お気軽にご相談くださ
い。事前予約制です。
日時：10/19（水）13:00 ～ 16:00
場所：アスティアかさい 3 階ワー
クルーム
定員：6 人（1 人 30 分程度）
申込先：ふるさと創造課☎ 42-8706兵庫県最低賃金改正

兵庫県最低賃金が、10 月 1 日から
時間額 819 円（改正前 794 円）に
改正されました。アルバイトなど、
すべての労働者に適用されます。
問合先：兵庫労働局労働基準部賃金
室☎ 078-367-9154

薬と健康の週間
 （10月17 ～ 23日）

・薬を記録する「お薬手帳」を持ち
ましょう。薬の情報を的確に伝え、
重複投与の防止や相互作用の確認が
できます。
・薬についての相談は、医師、薬剤
師など専門家に。
問合先：加東健康福祉事務所食品薬
務衛生課☎ 0795-42-9372
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