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■ねひめキッズからのお知らせ
●「ハンドトリートメント講座」と「すくすくひろば
＋かんがるーひろば」
マッサージのコツを教わり、家族でリフレッシュ。ま
た、子どもの身体測定やお話をしましょう。
日時：3/21（火）10:30 ～ 12:00
※講座は 11:00 から 30 分程度
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
●ぜんぼうキッズにみんなあつまれ！
ペープサート・絵本の読み聞かせ（ゆ
うゆう）やハンドベル演奏（みつばち
マザーズ）、ふれあい遊びを楽しみま
しょう。
日時：3/15（水）10:00 ～ 11:00
持ち物：座布団、ひざ掛け
●キッズ☆ベビーダンス
日時：3/22（水）10:00 ～ 11:00
講師：吉田志都佳さん（ベビーダンス認
定インストラクター）
定員：親子 30 組
持ち物：タオル、飲み物、上靴、靴袋
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
●親子体操「ママと一緒に 1・2・3 ！」
日時：3/8（水）10:00 ～ 11:00
講師：東郷安子さん（運動指導員）
●なかよしフェスティバル
日時：3/16（木）10:00 ～ 11:00
内容：mama ねひめによる人形劇とトーンチャイム
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

期限内納付にご協力を
平成 28 年度国民健康保険税 9 期の
納期限は 3 月 31 日（金）です。
問合先：税務課☎ 42-8712

くらし 加西市消防団にご協力を
加西市は、複数の従業員が消防団員
の事業所や消防団に訓練場所を提供
しているなど、加西市消防団に積極
的に協力している事業所に対して、
消防団協力事業所表示証を交付して
います。地域での社会貢献を広く広
報するとともに、地域住民や他の事
業所からの理解を一層深め、消防団
員の入団促進を図るための制度で
す。2 月 1 日にブリヂストンフロー
テック株式会社（兵庫工場）を認定
し、11 事業所が登録されました。
認定基準：消防関係法令等の違反が
なく、次のいずれかに該当すること
①複数の従業員等が消防団に入団
②従業員等の消防団活動について積
極的に配慮　③災害時等に資機材等
を消防団に提供するなどの協力
④その他消防団活動に協力し、地域
の消防防災体制の充実強化に寄与
問合先：危機管理課☎ 42-8751

登記申請手続きに関する質
 問等の窓口名の変更

神戸地方法務局は 4 月 3 日から、登
記申請手続きに関する質問等の窓口
名を「登記相談」から「登記手続案内」
に変更します。登記手続案内を希望
される方は、事前予約をしてくださ
い。詳しくは、神戸地方法務局ホー
ムページをご覧ください。
問合先：神戸地方法務局社支局
☎ 0795-42-0201

地域交流センター交流プラザ
 の照明が明るくなりました

交流プラザ（アスティアかさい 3 階）
の照明を LED 化し、ホール全体が
明るくなりました。憩いの場や学
生・若者が集える場、図書館やお買
いもののついでの一息の場として、
ぜひお立ち寄りください。
開館時間：9:00 ～ 22:00
休館日：年末年始、館内特別清掃日
問合先：ふるさと創造課☎ 42-8706

嶺厚会結成15周年記念
 大正琴演奏会

日時：3/26（日）13:30 ～
開場 13:00
場所：健康福祉会館大会議室
内容：「見上げてごらん夜の星を」
など 18 曲
賛助出演：播州加西あばれ太鼓愛好
会、加西児童合唱団さるびあっ子、
グリーンベルコーラス
入場：無料
問合先：嶺厚会（前田）☎ 42-0980

特別公開講座「ふるさと
 加西再発見講座」

■『元禄忠臣蔵の忠義』～温故知新～
愛するわが町を歴史から学ぶ
赤穂義士ゆかりの地である加西の歴
史を学びます。
日時：3/18（土）10:00 ～ 11:30
場所：市民会館 3 階小ホール
講師：森田充代さん（古典文学講師）
定員：先着 100 人
受講料：300 円
募集期間：3/17（金）まで
申込先：中央公民館☎ 42-2151
℻ 42-1453
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相談急増 !!  電話勧誘による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「光回線のお得なサービスの案
内です」と電話がかかってきた。長年契約している会社なの
で電話を聞いた。料金が安くなると聞き、担当者が言うとお
りにインターネットで手続きをした。しかし、後日届いた登
録完了通知書を見て、これまで使っていた大手電話会社とは
別会社と契約したことが分かった。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、東播磨消費生活センター（平日 9:00 ～ 12:00、　
　　　　13:00 ～ 16:30）☎ 079-424-0999、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】消費生活相談窓口では、光回線サービスの相談が増えています。
光回線やプロバイダを変更すれば料金が安くなると言われ、手続きを進め
た結果、契約書や請求書などを見てはじめて別会社との契約をしているこ
とが分かったというトラブルが増えています。
　昨年 5 月 21 日から法律の改正により、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 日間は解約できます（対
象外もあり）。ただし、工事費や事務手数料、さらに一緒に購入した端末
などの費用も事業者が請求できることとなっています。
　「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もあります。すぐに契約せず、
勧誘先の会社を必ず確認し、しっかりと内容を確認しましょう。
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加西市定例教育委員会
どなたでも傍聴できます。
日時：3/28（火）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

業務改善助成金の対象が
 広がりました

生産性向上のための設備投資などを
行って、事業場内の最低賃金を一定
額以上引き上げた場合、その費用の
一部を助成する「業務改善助成金（中
小企業向け最低賃金引上げ支援）」
の対象が広がりました。詳しくは、
特 設 サ イ ト（http://www.mhlw.
go.jp/gyomukaizen/）でご確認く
ださい。
問合先：兵庫県最低賃金総合相談支
援センター☎ 0120-340-580

高齢者に関するアンケート
 にご協力を

高齢者福祉の一層の充実と介護保険
制度の円滑な実施に向けて、皆さま
のご意見やご要望を伺いたく、高齢
者福祉計画と介護保険事業計画の見
直しに伴うアンケート（標本調査）を
実施します。ご協力をお願いします。
発送時期：3 月前半に郵送
対象者：65 歳以上の方などから無
作為抽出で 3000 人
問合先：長寿介護課☎ 42-8788

家畜の飼育状況を報告して
 ください

家畜伝染病予防法により、家畜（牛、
鹿、ヤギ、馬、イノシシ、ニワト
リ、アヒルなど）の飼養者は、毎年
2 月 1 日時点の家畜の頭羽数、家畜
の衛生管理の状況を県に報告するこ
とが義務づけられています。詳しく
はお問い合わせください。
問合先：姫路家畜保健衛生所
☎ 079-240-7085

女性起業家座談会
■「先輩起業家の話を聞こう！～夢
をカタチにするには？～」
起業への第一歩を踏み出すための
きっかけやネットワークづくりを支
援します。申込方法など、詳しくは
お問い合わせください。
日時：3/13（月）13:30 ～ 16:30
場所：県立男女共同参画センター　
セミナー室（神戸市中央区東川崎町
1-1-3 神戸クリスタルタワー 7 階）
講師・コーディネーター：宇田名保
美さん（中小企業診断士）
出演：森田優希子さん（モリタ製パ
ン所）、新森由佳子さん（GuestHouse 
Geragera）、工藤真由美さん（ごはんや）
対象：県内在住・在勤・在学で起業
を考えている女性または創業して間
もない女性
問合先：県立男女共同参画センター・
イーブン☎ 078-360-8550

転職・退職した時は国民
 年金の手続きを忘れずに

厚生年金保険に加入の方が会社を退
職した場合、または退職して自営業
等を始めた場合には、国民年金第 1
号被保険者へ切り替える手続きが必
要です。退職した方に扶養されてい
た配偶者も、第 3 号被保険者から
第 1 号被保険者へ切り替える必要
があります。また、退職して配偶者
の扶養となる条件を満たす場合に
は、配偶者が勤務する会社を経由し
て、第 3 号被保険者への手続きを
行います。第 1 号被保険者は保険
料の納付が必要です。保険料の納付
が経済的に困難な場合には、申請し
て承認を受けると、保険料の納付が
免除になるなどの制度があります。
問合先：市民課☎ 42-8722
加古川年金事務所☎ 079-427-4740


