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■ねひめキッズからのお知らせ
●豆まき会
日時：2/3（金）11:00 ～ 12:00
●家庭教育講座「子どもの育て方に迷うお母さんへ」
日時：2/17（金）11:00 ～ 12:00
●ひなまつり会　日時：3/2（木）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：2/21（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
●ママのからだのふしぎ  ～妊娠・出産・産後のからだ～
日時：2/21（火）10:00 ～ 11:00
講師：井上千秋さん（助産師）
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
●親子で楽しむ音楽遊び　～音楽は遊びの始まり～
日時：2/14（火）10:00 ～ 11:00
講師：高瀬彩さん（音楽療法士）
●母のリフレッシュ講座「ゆったりヨガでりらっくす」
日時：2/24（金）10:00 ～ 11:00
講師：上坂亜矢美さん（ヨガインストラクター）
持ち物：ヨガマットまたはバスタオル
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

■ファミリーサポートクラブからのお知らせ
●講習会「こどもの身体の発達 & 育児相談」
日時：2/9（木）10:00 ～ 11:30
場所：アスティアかさい 3 階集会室　参加費：無料
講師：大塚記美代さん（加西病院・助産師）
定員：15 人　※無料託児あり（先着 5 人）
募集期間：2/6（月）まで
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：2/20（月）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：東播都市計画地区計画「尾崎
町北条高校前地区地区計画」市素案
期間：2/14（火）～ 28（火）
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
る意見書を提出することができます。
問合先：都市計画課☎ 42-8753

10月分～ 1月分の児童手当
 の支給日は 2月10日（金）

入金は通帳記帳等でご確認ください。
申請時期によって振込日が変わるこ
とがあります。現況届を提出されて
いない方は至急提出してください。
問合先：地域福祉課☎ 42-8709

学校での必要な費用を援助
 （新小学5年生・新中学3年生）

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、学校で必要な費用（学用
品費、校外活動費等）の一部を援助
します。要件等の詳細は、学校を通
じて案内文書を配布します。なお、
新小学 5 年生と新中学 3 年生以外
の保護者へは、6 月にご案内します。
問合先：学校教育課☎ 42-8772
または在籍する小・中学校

■幼児園・認定こども園であそぼう
●日吉幼児園「親子遊び」
日時：2/21（火）10:00 ～ 11:15
対象：在宅で子育て中の親子
参加費：1 人 50 円（傷害保険料）
申込先：日吉幼児園☎ 45-0324
●愛の光こども園からのお知らせ
①料理教室「心を育てる簡単ご飯」
日時：2/6（月）10:00 ～ 12:30　※要申込
対象：0 ～ 3 歳児と親　参加費：500 円
②リトミック＆クラフト
日時：2/27（月）10:30 ～ 11:30　※要申込
対象：0 ～ 3 歳児と親　参加費：無料
申込先（場所）：愛の光こども園☎ 48-2733

北播磨地域 看護職
 合同就職説明会

日時：2/25（土）14:00 ～ 16:00
場所：うるおい交流館エクラ サロ
ン（小野市中島町 72）
対象：看護師、介護福祉士、看護補
助員
内容：病院・施設の説明ブース
参加費：無料　※予約不要
参加施設：加西病院などの北播磨地
域 11 施設
問合先：北播磨総合医療センター

（看護部・高田）☎ 0794-88-8800

期限内納付にご協力を
平成 28 年度固定資産税・都市計画
税 4 期、国民健康保険税 8 期の納
期限は 2 月 28 日（火）です。
問合先：税務課☎ 42-8712
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還付金詐欺の手口を知り、被害に遭わないようにしましょう！
【事例】自宅に市の国保医療課を名乗って電話があり、「医
療費の還付金のはがきを送っていますが、届いています
か。月末が締め切りになっています」と言われた。
　「届いていない」と答えると、「こちらで受け付けてい
るので、近くのコンビニに行き、ATM の前から指定の
電話番号へ連絡するように」と指示された。
　コンビニから指定の番号に電話し、指示されるがままに ATM を操作し
たところ、明細を見ると約 100 万円を振り込んだことになっていた。自
宅で待機するように言われて待っていたが連絡がない。

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。

【解説】医療費などの還付金が ATM で支払われることは絶対にありませ
ん。「お金が返ってくるので、携帯電話を持って ATM へ行くように」と
言われたら、還付金詐欺です。
　特に、ATM の操作に不慣れな高齢者を対象とした被害が増えています。
携帯電話をかけながらＡＴＭを操作している高齢者を見かけたら、詐欺の
被害を疑い、一声掛けていただくようお願いします。
　不審な電話があっても、相手の説明をうのみにせず、すぐにご相談くだ
さい。
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募 集

事業者・企業・生産者の方へ
 ふるさと納税お礼品を募集

市の特産品やじば産品、コース料理、
体験プログラムなどを、ふるさと納
税をされた方へのお礼品として提供
いただける協力事業者を募集しま
す。採用された特産品等は、市公式
ウェブサイトやふるさと納税ポータ
ルサイト等へ掲載し、PR を図ります。
要件：①原則市内で栽培、製造、販
売等されているもの　②市の地名、
伝統、文化、歴史、特産など市の魅
力を発信できるもの
募集期間：2/22（水）～ 3/14（火）
説明会：2/22（水）14:00 ～
市民会館 2 階視聴覚室
問合先：文化・観光・スポーツ課
☎ 42-8715

就職支援セミナー
■会話力を高め、好印象を与える面
接の受け方
面接の基本マナーや面接時のよくあ
る質問などについて学びます。希望
者には面接ロールプレイを行います。
日時：2/16（木）14:00 ～ 17:00
場所：アスティアかさい 3 階集会室
講師：中本渉さん（産業カウンセ
ラー・キャリアコンサルタント）
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

介護保険料の年金からの天
 引きが 4 月から始まります

普通徴収（納付書または口座振替）
により介護保険料を納付されてい
る次の方は、4 月支給の年金から介
護保険料の特別徴収（年金からの
天引き）が始まります。対象者に
は 3 月中旬にお知らせの文書を送
付します。
対象：平成 28 年 4 月から 9 月の間
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）
年金や障害年金、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

近畿農政局からのお知らせ
政府が昨年 11 月に決定した「農業
競争力強化プログラム」で、青色申告
を行っている耕種、酪農等の農業者
や農業法人を対象に収入保険制度の
導入が決定されました。収入保険制
度を利用するには、青色申告をして
いただく必要があります。今年から
青色申告を行うには 3 月 15 日まで
に社税務署に「青色申告承認申請書」
を提出してください。青色申告は、
農業分野でも経営の把握に重要であ
り、税制上のメリットもありますので、
この機会にぜひ取り組みましょう。
問合先：近畿農政局兵庫支局地方参
事官室☎ 078-331-5924

子育て女性のための
 就職支援セミナー

保険や税金の制度の最新情報や、市
の子育て支援施策を学びます。
日時：3/15（水）14:00 ～ 16:00
場所：アスティアかさい 3 階集会室
講師：藤原弥季さん（社会保険労務
士）ほか
定員：先着 10 人※一時保育（生後
6 カ月～小学 6 年生）もあります。
希望者は 2/28（火）までに要予約。
受講料：無料
申込先：加西市ふるさとハローワー
ク☎ 42-7600　ハローワーク西脇
☎ 0795-22-3181


