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■ねひめキッズからのお知らせ
●ともだちいっぱい「お話や製作」
日時：4/12（水）11:00 ～ 12:00
●ハンドメイドを楽しもう「トートバッグ作り」
日時：4/18（火）10:30 ～　参加費：100 円
定員：先着 10 人（要申込）
● 3 歳さんおいでおいで
日時：毎週木曜日 11:00 ～ 11:30　対象：市内在住
で H25.4 月～ H27.3 月生まれの子どもと保護者
●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：4/18（火）10:30 ～ 11:30
申込・問合先（場所）：ねひめキッズ☎ 42-5710
※ 4 月 26 日（水）は清掃のため臨時休園

■ぜんぼうキッズからのお知らせ
●親子で楽しむふれあい体操
日時：4/17（月）10:00 ～ 11:00
対象：2・3 歳児と親
持ち物：上靴、靴袋、飲み物、タオル
●ベビーダンスにちゃれんじ！
日時：4/27（木）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・定員：0・1 歳児と親  20 組
持ち物：おんぶ紐または抱っこ紐、タオル、飲み物、
上靴、靴袋、体温計
●親子ドンドン体操（鉄棒、跳び箱、平均台、マットなど）
日時：5/15（月）から年間 17 回（月曜日）。
※時間は 10:00 ～ 11:15
対象：H25.4 月～ H27.3 月生まれの子どもと保護者
定員：先着 20 組　　募集期間：4/10（月）9:00 ～
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
●春のフェスティバル「桜の下でわんぱくあそび！」
　～親子でスタンプラリーを楽しもう～
日時：4/6（木）10:00 ～ 11:00　※雨天時は館内
●親子で楽しむ音楽あそび　～音楽は遊びの始まり～
日時：4/25（火）10:00 ～ 11:00
講師：高瀬彩さん（音楽療法士）
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

くらし

農用地区域の除外申請を
 受け付けます

住宅の建設等、緊急かつ具体的計画
のある土地利用案件について、加西
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：4/3（月）～ 24（月）
の平日
受付場所：農政課☎ 42-8741

オークタウン加西改修工事
オークタウン加西研修棟の改修に伴
い、下記の期間は研修棟が利用でき
ません。体育室、テニスコート、グ
ラウンドは利用できます。
期間：10/1（日）～ H30.2/28（水）
問合先：オークタウン加西☎ 44-2595

■愛の光キッズ「リトミック＆クラフト」
日時：4/17（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

お先にどうぞ　ゆずり愛で
 安全運転に努めましょう

平成 28 年中の市内交通事故の特徴
①から④には特に注意して、安全運
転を心がけましょう。
特徴：① 12 時から 16 時の事故が
増加　②飲酒・信号無視・速度超過
による悪質な事故が倍増　③歩行者
や自転車が関係する事故が増加　④
75 歳以上の事故率が成人層の 2 倍
問合先：危機管理課☎ 42-8751

古法華春祭り
多聞寺住職による読経や山伏の「護
摩供養」などが行われます。
日時：4/9（日）9:00 ～ 12:00
場所：古法華自然公園内「古法華寺」
問合先：古法華石仏保存会（中村）
☎ 48-3224

就職支援セミナー
就職活動に成功するための基礎（マ
ナー）を学びます。
日時：4/17（月）14:00 ～ 16:00
場所：アスティアかさい 3 階集会室
講師：高階正浩さん（社労士、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

青山武美・五百羅漢展
故青山武美さんは、東京・川端美術
学校で洋画を学び、戦後、神戸に復
員。昭和 23 年に神戸朝鮮中学校の
美術の教鞭をとられました。その間、
五百羅漢の版画や水彩画など多くの
作品を遺され、この度、その作品（約
30 点）を五百羅漢で展示します。
期間：4/26（水）まで 9:00 ～ 17:00
場所：羅漢寺ギャラリー（北条町北
条 1293）
問合先：五百羅漢保存委員会（文化・
観光・スポーツ課）☎ 42-8715
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次に狙われているのはあなたかも !?　振り込め詐欺に注意 !!
■振り込め詐欺とは／被害者に電話をかけるなど、言葉巧みに指定した口
座にお金を振り込ませ、お金をだまし取る犯罪です。「オレオレ詐欺」「架
空請求詐欺」「融資保証金詐欺」「還付金詐欺」などがあります。　

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。

■だまされないために
・電話でお金の要求をされたら、まず、詐欺を疑うようにする。
・公共機関や金融機関の名前で電話がかかってきても、個人情報や暗証番号
は教えない。また、自分で調べた代表番号に電話して実在するのかを確認する。
・高齢者の一人暮らしや日中高齢者だけになる家庭は、留守番電話に設定
し、知らない電話番号や不審な電話は出ないようにする。
・「電話番号が変わった」と言われたら、変わる前の電話
番号に掛けなおし確認する。
・弁護士や警察官を名乗りお金を要求されてもすぐに支払
わない。必ず誰かに相談する。
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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：4/20（木）15:30 ～
場所：市役所 1 階多目的ホール
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」市原案
期間：4/13（木）～ 27（木）
閲覧場所
都市計画課（平日 8:30 ～ 17:15）
※市ホームページでも閲覧可
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

犬の登録と狂犬病予防接種
狂犬病予防法では、犬の登録と生後
90 日を経過した犬の狂犬病予防注
射の接種が義務づけられています。
違反すると 20 万円以
下の罰金に処せられ
る場合があります。
■犬の登録
飼い犬の登録をされていない方は、
環境課で登録の手続きをしてくださ
い。飼い犬が死んだり、譲り受けた
り、飼い主の引っ越しの際は連絡し
てください。
■狂犬病予防注射の接種
生後 90 日を経過した犬の飼い主
は、市から送付した「お知らせハガ
キ」を持参して、動物病院で狂犬病
予防注射を受けてください。
接種期間：4/1（土）～ 6/30（金）
※飼い犬が病気等の理由で接種でき
ない場合は、連絡してください。
■ペットが迷子になった、迷子の
ペットを発見した場合
動 物 愛 護 セ ン タ ー（ ☎ 0794-84-
3050）、加西警察署（☎ 42-0110）
に連絡してください。
問合先：環境課☎ 42-8716

末期がんの若年者が住み慣
 れた自宅で日常生活を

20、30 歳代の末期がんの患者さん
が、住み慣れた自宅で日常生活が送
れるように、在宅サービス料金の一
部を助成（償還払い）します。申請
方法など、詳しくはお問い合わせく
ださい。
対象：医師からがん末期と診断され
た 20 歳以上 40 歳未満の市民
内容：在宅サービス（訪問介護、福
祉用具貸与など）利用料の 9 割相
当額を助成　
・1 カ月のサービス利用料の上限は
6 万円
・訪問介護利用料の助成は週 3 回まで
・申請後に利用されたサービスが対象
問合先：健康課☎ 42-8723

植樹や芝生化などの
 緑化活動を支援

■県民まちなみ緑化事業（兵庫県）
自治会等の住民団体や土地所有者

（個人・法人） などが実施する植
樹や芝生化などの緑化活動に最大
400 万円まで補助します。詳しく
はお問い合わせください。
対象経費：①一般緑化　②校園庭・
広場の芝生化　③駐車場の芝生化　
④建築物の屋上・壁面緑化
対象区域
住民団体：都市計画区域全域、都市
計画区域外の一部
個人・法人：市街化区域内の用途地
域の指定区域、市街化調整区域内の
特別指定区域に指定された区域、都
市計画区域外の一部
募集期間：4/3（月）～ 11/30（木）
問合先：都市計画課☎ 42-8753

コミュニティ助成事業によ
 り本町区の刺繍提灯を新調

北条町の本町区は、宝くじの受託事
業収入を財源とするコミュニティ助
成事業により、屋台の狭間の汚れ落
としと補修、刺繍提灯の刺繍を新調
し、金具のメッキを行いました。4
月 1・2 日の節句祭りで披露されま
す。今回の補修により、
長きに渡り本町区の屋
台の雄姿を継承してい
くことができます。
問合先：人口増政策課☎ 42-8700


