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■ねひめキッズからのお知らせ
●動く・こどもの館号がやってくる！
日時：11/4（金）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：11/15（火）10:30 ～ 11:30
●ハンドメイドを楽しもう
クリスマスツリーをフェルトで作ります。
日時：12/5（月）10:30 ～　定員：先着 16人
材料費：50円　　募集期間：11/15（火）10:30 ～
申込・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
●クリスマスの素敵な飾りと玩具作り
日時：11/18（金）10:00 ～ 11:30
講師：佐伯久代さん（元小学校教諭）　
対象・定員：子育て中の親子 15組　材料費：300円
募集期間：11/11（金）まで
●育児学習会「離乳食・発育と季節の病気の予防と対策」
日時：11/24（木）10:00 ～ 11:00
講師：市健康課職員（保健師・栄養士）　
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
●秋のフェスティバル「棒巻きパン＆お楽しみ」
日時：11/6（日）9:30 ～ 11:30　※要申込
材料費：1本 100円
●母のリフレッシュ講座「まみー’ｓエアロ」
日時：11/11（金）10:00 ～ 11:00
講師：今峯扶美子さん（エアロビクスインストラクター）
● 3B 体操「道具を使って親子で体を動かしましょう」
日時：11/15（火）10:00 ～ 11:00
講師：藤原知里さん（ひろばアドバイザー）
●赤ちゃん広場「手作りおもちゃや親子ふれあい遊び」
日時：11/16（水）10:00 ～ 11:00
対象：０、1歳児と親
申込・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・講習会「子育てとこどもの病気」
日時：11/22（火）13:30 ～ 15:00　参加費：無料
場所：アスティアかさい3階会議室
講師：水戸敬医師（加西病院小児科）　定員：15人
募集期間：11/20（日）まで※託児あり（先着 5人）
申込先：ファミリーサポートクラブ ☎ 42-0111

■保育所・認定こども園であそぼう
●北条西保育所「キラキラランド」
日時：11/17（木）10:00 ～ 11:00
対象：在宅で子育て中のお母さんと子ども
定員：10組（北条校区の方優先）
参加費：1人 50円（傷害保険料）
申込先（場所）：北条西保育所☎ 42-3630
●愛の光キッズからのお知らせ
①内容・日時：「感謝祭」11/12（土）9:20～ 11:30
②内容・日時：「リトミック＆クラフト」11/14（月）
10:30 ～ 11:30　対象：0～ 3歳児と親
③内容・日時：「理学療法士さんのお話」11/24（木）
10:30 ～ 11:30　対象：0～ 3歳児と親
申込先：同園☎ 48-2733（②③は要申込）

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：11/16（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）
主催：近畿弁護士会連合会
申込先：ふるさと創造課☎ 42-8706

■こども未来課からのお知らせ
●こども未来フォーラム（保育まつり）
　～聴くだけで子育てが楽しくなる話～
子どもは親次第で1日千回笑い、親は自分次第で1日
千回笑顔になれます。みんなが笑顔になれるお話です。
日時：11/26（土）10:00 ～　場所：健康福祉会館
講師：原坂一郎さん（こどもコンサルタント）
※未就園児対象の託児あり
●子育てフェスティバル　～つながり・ふれあい～
日時：12/2（金）10:00～12:00　場所：善防公民館
講師：町田浩志さん（つながりあそび・うた研究所研究主任）
問合先：こども未来課 ☎ 42-8726

市営駐車場の廃止
ホテル建設のため、市営駐車場（北
条町栗田）を廃止します。11 月 30
日（水）の午後 6 時以
降利用できませんので、
午後 6 時までに出庫し
てください。長らくの
ご利用ありがとうござ
いました。
問合先：施設管理課☎ 42-8750

北播磨地域障害者
 合同就職面接会

日時：12/9（金）14:00 ～ 15:30
場所：小野市うるおい交流館エクラ
大会議室（小野市中島町 72）
対象：障がいのある方
参加企業：北播磨の企
業 10 社程度
問合先：ハローワーク
西脇☎ 0795-22-3181
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進化 !?  巧妙化するワンクリック詐欺！！
【事例】スマートフォンでアダルトサイトを閲覧中、突然、
シャッター音が鳴り、「登録が完了しました」と画面が出た。
　問合先に電話をかけると「こちらには、さっき撮ったあなたの写真があ
ります。登録されたので、利用料金を支払ってください」と言われた。

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。

【解説】アダルトサイトで、無料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、という相談は、まだまだ多く寄せられています。
　このようなサイトは、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第一です。また、むやみに同意ボタンなどを
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。
　もし上記のような画面が出ても「無視」してください。慌てて電話をか
けたり、料金は支払ったりしてはいけません。個人情報などを知られてし
まう危険性があるので、自分から連絡してもいけません。
　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
を参考にしてください（http://www.ipa.go.jp/security/anshin/）。

納期内納付にご協力を
平成 28 年度国民健康保険税 5 期の
納期限は 11 月 30 日（水）です。
問合先：税務課☎ 42-8712
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狩猟解禁に伴う事故防止
11 月 15 日から平
成 29 年 2 月 15 日
（シカ・イノシシは
29 年 3 月 15 日ま
で延長）の間、狩
猟が解禁になります。狩猟は、個人
的な趣味として楽しむことの他に鳥
獣の個体数調整を通じて農林業被害
を防止する役割も持っています。ご
理解をいただき、事故防止にご協力
をお願いします。
■入山者（ハイカー）の皆さんへ
①黄色などの目立つ服装を心がけて
ください。白色タオルはシカと間違
えられやすいため、使用を控えてく
ださい。
②休日は狩猟者が集中しますので、
特に注意してください。
③「わな」は非常に危険ですので、
設置の看板がある場所へは近づかな
いでください。
問合先：農政課☎ 42-8741

平成29年度播磨看護専門
 学校一般入学試験

募集人数：25 人程度
募集期間：12/2（金）～Ｈ29.1/5（木）
※期間内消印有効
試験日：H29.1/20（金）、21（土）
試験場所：同校（加東市家原812-1）
※詳しくはお問い合わせください。
問合先：同校事務課☎0795-42-3961

募集

中小機構の共済制度
次の制度は、中小企業基盤整備機構
が運営し、商工会議所、金融機関の
本支店などの窓口で取り扱いしてい
ます。
■小規模企業共済制度
個人事業主・会社等の役員の方が事
業をやめられる場合などに備えて、
あらかじめ資金を準備しておく「小
規模企業の経営者のための退職金制
度」です。特徴は、毎年、掛金が全
額所得控除となるため節税効果があ
ります。
■経営セーフティ共済（中小企業倒
産防止共済制度）
取引先の突然の倒産が原因で、経営
悪化の危機に直面してしまったとき
に資金を借り入れることができる制
度です。無担保・無保証人で、積み
立てた掛金の 10 倍の範囲内（最高
8,000 万円）で被害額相当の共済
金が借入れ可能です。
問合先：加西商工会議所☎ 42-0416

県立障害者高等技術専門学
 院オープンキャンパス

日時：12/11（日）9:30 ～ 15:50
対象・学科：身体障がい者（ビジネ
ス事務科、情報サービス科、ものづ
くり科）
定員：先着 30 人
参加費：無料
申込：申込用紙に記入の上、FAX
または郵送
募集期間：11/1（火）～ 12/2（金）
申込先：〒 651-2134　神戸市西区
曙町 1070　兵庫県立障害者高等技
術専門学院　☎ 078-927-3230
℻078-928-5512

保健師（臨時職員）を募集
内容：乳幼児健診、家庭訪問・育児
相談（妊産婦・乳幼児）、健康相談、
検診業務、訪問指導など
時間：8:30 ～ 17:15 の間で 4 時間
程度
賃金：時給 1,280 円～ 1,730 円
（経験年数による）
申込：①市販の履歴書②保健師免許
の写しを持参または郵送
選考：面接により決定します
申込先：〒 675-2395（住所表記不
要）総務課☎ 42-8705


