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■ねひめキッズからのお知らせ
●講座「親子で絵本を楽しもう」
日時：7/6（木）11:00 ～ 11:30
講師：図書館職員
●マジックショー
日時：8/3（木）11:00 ～ 11:50
講師：宮脇京子さん（小野マジッククラブ代表）ほか
●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：7/18（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
●七夕会「ベル演奏やペープサートなど」
日時：7/5（水）10:00 ～ 11:00
●育児学習会「離乳食・発育と季節の病気の予防と対策」
日時：7/20（木）10:00 ～ 11:00
講師：市健康課職員（保健師、栄養士）
●夕涼み会「ゲームコーナー、お店屋さんごっこ」
日時：7/27（木）18:00 ～ 20:00
参加費：子ども 200 円　募集期間：7/20（木）まで
申込・問合先（場所）：ぜんぼうキッズ（善防公民館）
☎＆℻ 48-3404

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
●なかよし交流会「シフォンケーキを作ろう！」
日時：7/13（木）9:30 ～ 12:30　材料費：500 円
場所：アスティアかさい 3 階キッチンルーム
講師：大谷幸子さん　募集期間：7/7（金）まで
定員：8 人　※無料託児あり（要予約・先着 5 人）
持ち物：エプロン、三角巾、手ふきタオル　
申込先：ファミリーサポートクラブ ☎ 42-0111

■日吉幼児園で遊ぼう
日時：7/13（木）9:30 ～ 11:00
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

■ほくぶキッズからのお知らせ
●夏のフェスティバル～星に願いを～
日時：7/4（火）10:00 ～ 11:00
●親学習講座「乳幼児の歯の教室」
日時：7/6（木）10:00 ～ 11:00
講師：加西市歯科衛生士会
●母のリフレッシュ講座「骨盤体操～産後の体を整え
　元気に子育て～」
日時：7/10（月）10:00 ～ 11:00　※要申込
講師：竹内佳津子さん（スポーツインストラクター）
対象：産後 5 年未満の方（子どもも可）
●やってみよう！ 3B 体操
日時：7/19（水）10:00 ～ 11:00
講師：笹木温子さん（まちの子育てひろばアドバイザー）
申込・問合先（場所）：ほくぶキッズ（オークタウン加西）
☎＆℻ 44-0719

■愛の光キッズからのお知らせ
●リトミック＆クラフト
日時：7/10（月）10:30 ～ 11:30　参加費：無料
●オーロラ英語遊び
日時：7/25（火）10:30 ～ 11:00　参加費：無料
●心を育てる簡単ご飯
日時：7/31（月）10:00 ～ 13:00　※要申込
場所：飯盛野教会　定員：20 人  参加費：500 円
講師：村上貴美子さん（料理研究家）　
持ち物：エプロン、三角巾、マスク、コップ、飲み物

対象：0 ～ 3 歳児と親
申込先（場所）：愛の光こども園☎ 48-2733

「愛の血液助け合い運動」月間
安定した血液確保のため、一人でも
多くの方の献血が必要です。皆さま
のご協力をお願いします。
■市役所 1 階多目的ホールでの献血
日時：8/3（木）10:00 ～ 12:00、
13:15 ～ 16:00
※ 400ml 献血のみの受付。
問合先：健康課☎ 42-8723

くらし親子料理教室
加西の新鮮野菜のタコライスともち
粉の白玉フルーツポンチを作ります。
日時：8/8（火）10:30 ～ 13:30
場所：市民会館 2 階料理教室
対象：小学生とその保護者
定員：24 人（子ども・大人合わせて）
※多数の場合は抽選
参加費：1 人 300 円
募集期間：7/10（月）まで
主催：加西市農村女性組織連絡協議会
申込先：農政課☎ 42-7523

地産地消食育プログラム
■加西の恵みクッキングバトルキャンプ
地産地消でおいしく健康に、市内で採
れる農産物を使用した食事を作ります。
日時：7/31（月）13:30 ～ 19:00
場所：オークタウンかさい
対象：小学 1 ～ 6 年生
定員：先着 20 人
参加費：500 円
※持ち物等は、参加決定者に事前に
連絡します。
申込先：健康課☎ 42-8723
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被害拡大中 !!　還付金詐欺にご用心 !!
【事例】市役所職員と名乗る者から「医療費の払戻金の通
知を送ったが届いていますか」と電話があった。「届いて
いない」と答えると「払戻金の受取期日は今日までなので、
県の社会保険事務所に電話をして、あなたの登録番号○○○○○○（6 桁
の数字）を伝えるように」と言われた。
　教えられた電話番号にかけて登録番号を告げたところ、「今から携帯電
話と通帳、キャッシュカードを持って ATM へ行くように」と誘導された。
携帯電話で ATM の操作方法を指示された。「早く、早く」とせかされ、
どのようにしたか覚えていないが、約 50 万円（登録番号の数字と同じ額）
を振り込んだ。

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】還付金詐欺が、急増しています。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多く発生して
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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加西市定例教育委員会
どなたでも傍聴できます。
日時：7/26（水）14:00 ～
場所：市役所 5 階大会議室
問合先：教育総務課☎ 42-8770

第67回「社会を明るくする運動」
「すべての国民が、犯罪や非行の防止
と罪を犯した人たちの更生について
理解を深め、それぞれの立場におい
て力を合わせ、犯罪のない明るい地
域社会を築こう」とする運動で、7
月 1 日から 31 日までを強調月間と
して、全国的な運動が展開されます。
日時：7/4（火）10:00 ～ 12:00
場所：アスティアかさい 3 階交流
プラザ
内容：オープニングセレモニー終了
後、キャンペーン活動など
問合先：ふるさと創造課（市民相談
係）☎ 42-8739

サマージャンボ宝くじは
 県内で購入を

市町村振興宝くじ（サマージャンボ）
の収益金は、住み良いまちづくりに
使われ、各都道府県の販売実績に応
じて交付されます。ぜひ、県内の宝
くじ売り場でお買い求めください。
発売期間：7/18（火）～ 8/10（木）
抽選日：8/20（日）
問合先：（公財）兵庫県市町村振興
協会☎ 078-322-1151

播磨看護専門学校
 オープンキャンパス

日時：① 8/5（土）10:00 ～ 12:00
② 8/9（水）10:00 ～ 12:00
場所：播磨看護専門学校（加東市家
原 812-1）※上履き持参
対象：高校生以上
内容：学校の概要説明、模擬授業、
在校生との交流、個別相談
定員：各日先着 80 人
募集期間：7/3（月）～ 8/1（火）
申込：同校ホームページから
問合先：播磨看護専門学校
☎ 0795-42-3961

民生委員制度創設100周年
民生委員は、厚生労働大臣から委嘱
された非常勤の地方公務員です。地
域住民の立場から生活や福祉全般に
関する相談・援助活動を行っていま
す。また、児童委員も兼ね、妊娠中
や子育ての不安に関する様々な相
談・支援を行っています。民生委員・
児童委員は、地域住民の身近な相談
相手となり、住民と行政や関係機関
との「つなぎ役」を務めています。
法による守秘義務がありますので、
安心してご相談ください。
問合先：福祉企画課☎ 42-8724

北条町横尾南部地区等都市計画決定
「説明会＆パブリックコメント」

北条町横尾南部地区内等の都市計画
決定（用途地域の変更など）の説明・
意見聴取を行います。また、本計画
の素案について、今後の土地利用を
より良いものとするため、市民の皆
さまからの意見を募集（パブリック
コメント）します。
■説明会
日時：8/2（水）19:30 ～
場所：市役所 5 階大会議室
■パブリックコメント
閲覧場所：都市計画課、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：閲覧場所にある「意見用
紙」を提出してください。
募集期間：7/25（火）～ 8/18（金）
問合先：都市計画課☎ 42-8753

期限内納付にご協力を
平成 29 年度固定資産税 2 期、国民
健康保険税 1 期の納期限は 7 月 31
日（月）です。
問合先：税務課☎ 42-8712


