
16

広報かさい　2017.8 月号

■ねひめキッズからのお知らせ
●講座「歯のおはなし」
日時：8/24（木）
11:00 ～ 11:30
講師：歯科衛生士
問合先（場所）：ねひめキッズ☎ 42-5710
※ 8 月のすくすく・かんがるーひろばはお休みです。

■ぜんぼうキッズからのお知らせ
●自然をたのしむ“おもしろはんこのエコバッグ”
日時：8/25（金）10:00 ～ 11:30
講師：佐伯久代さん（元小学校教諭）　定員：15 組
対象：子育て中の親子　 材料費：1 組 300 円
持ち物：新聞紙 1 日分、切り口のおもしろい野菜
募集期間：8/18（金）まで
●親学習講座「ママちからアップ　料理の基本のき」
日時：9/1（金）10:00 ～ 13:00
講師：加西市いずみ会　　定員：20 組
対象：子育て中の親子　 材料費：1 組 500 円
持ち物：エプロン、三角巾、タオル、子ども用の食器、
飲み物、米 1 合　　募集期間：8/25（金）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
●講習会「こどものために知っておきたい救急法」
AED の使い方も学びます。受講後、修了証交付。
日時：9/3（日）13:00 ～ 16:00　
場所：アスティアかさい 3 階ライトスポーツスタジオ
講師：加西消防署員　　受講料：無料
定員：15 人　※無料託児あり（要予約・先着 5 人）
持ち物：飲み物、タオル 
募集期間：8/28（月）まで
申込先：ファミリーサポートクラブ ☎ 42-0111

■ほくぶキッズからのお知らせ
●乳幼児のための救急法
心肺蘇生法の実演講習、病気やけがの対応も学びます。
日時：8/9（水）10:00 ～ 11:30
講師：加西消防署員
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
●ベビー & キッズマッサージ
日時：8/17（木）10:30 ～ 11:30
持ち物：バスタオル、飲み物
●リトミック＆クラフト
日時：8/21（月）10:30 ～ 11:30
●オーロラ英語遊び
日時：8/29（火）10:30 ～ 11:00

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

司法書士・養育費相談会
兵庫県青年司法書士
会と全国青年司法書
士協議会による電話
相談会です。子ども
のかけがえのない今
と未来のため、養育費でお悩みの方
はご相談ください。無料、秘密厳守。
日時：9/2（土）10:00 ～ 16:00
電話番号：☎ 0120-567-301（当日
専用フリーダイヤル）

（仮称）泉こども園整備に
 向けた地域説明会

泉中学校区の 5 園（泉・
日吉・宇仁幼児園、泉
第三保育所、西在田幼
稚園）を集約し、新た
に整備予定の公立認定
こども園「（仮称）泉
こども園」について、今後の計画を
説明します。どちらの校区の説明会
にも参加できます。
小学校区・開催日・場所
西在田：8/21（月）下若井町公民館
日吉：8/24（木）北部公民館
宇仁：8/25（金）宇仁小体育館
泉：8/28（月）殿原町公民館
※時間は全て 19:30 ～
問合先：こども未来課☎ 42-8726

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、どんなことでもご相談く
ださい。事前予約制です。
日時：8/25（金）、9/20（水）、
12/20（水）、2/14（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：各日 6 人（1 人 30 分程度）
予約先：ふるさと創造課☎ 42-8706

8月31日（木）は地域交流
 センター休館日

8 月 31 日は特殊清掃のため、地域
交流センターは利用できません。
問合先：ふるさと創造課☎ 42-8706

加西市定例教育委員会
どなたでも傍聴できます。
日時：8/25（金）14:00 ～
場所：市役所 5 階大会議室
問合先：教育総務課☎ 42-8770
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「不用品を買い取ります」という業者の訪問に注意 !!
【事例】高齢で一人暮らしの母のもとに、女性から電話があり、「家の中で
不用になった物を買い取りますので、一度訪問したい」と言われた。
　約束の日にいらなくなった靴を出したところ、「貴金属は
無いか」と言われた。そこで、売る気はなかったがネックレ
スと指輪を出したところ、500 円で買い取られたらしい。母
はネックレスを返して欲しいと言っているので解約したい。

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、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】このケースは、始めから貴金属類を相場より安く買い取りするこ
とが訪問業者の目的です。売りたくない場合は、きっぱりと断りましょう。
訪問購入の場合、法定書面（契約書など）を受け取った日を含めて 8 日
以内であれば、クーリングオフができます（商品等で例外もあり）。
　また、契約しても、品物をその場で引き渡す必要はありません。貴金属は、
思い出のある品物でもあり、売ったことを後悔する場合もあります。その
場で売ると即決せず、売ってもいいかどうか、値段はどうかじっくり検討
してからにしましょう。少しでも不審に思ったら、ご相談ください。
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HYOGO クリエイティブ
 起業創出助成金2017

起業に係る経費や研究開発に係る経
費などを助成します。詳しくはお問
い合わせください。
対象者：新規性や創造性に富んだビ
ジネスプランを有し、平成 28 年 4
月 1 日から 30 年 2 月末日までに、
県内で起業・第二創業した又はする
予定の概ね 40 歳未満の方
※ただし、特に優れたビジネスプラ
ンを有する者は年齢を問わない。
募集期間：8/31（木）まで
申請・問合先：公益財団法人ひょう
ご産業活性化センター・創業推進部
新事業課☎ 078-977-9072

北播磨の食材を使用した
 酒の肴を募集

■北播磨酒の肴コンテスト
加西市をはじめとする北播磨では日
本酒やワインの原料が多く作られて
います。その農産物でできたお酒に
合う、北播磨の食材を使用した酒の
肴（料理・加工品）を募集します。
資格：一般／県内在住または通勤通
学の方　飲食店／北播磨地域に店舗
を構えていること
条件
①テーマ食材を使用し、日本酒、焼
酎、ワイン、ビールに合う料理
②材料費は 1 人当たり 500 円以内
③ 10/29 の食と農の祭典（県立フ
ラワーセンター）に参加できること
食材：根日女みどり（加西産）など
申込：所定の応募用紙（市農政課窓
口または専用ホームページ）に必要
事項を記入して郵送
募集期間：9/4（月）まで
申込先：〒 673-1431　加東市社字
西柿 1075-2　北播磨農と食の祭典
実行委員会（北播磨県民局加東農林
振興事務所内）☎ 0795-42-9420

学習支援ボランティア
 （大学生）を募集

家庭の事情などで学習機会に恵まれ
ない子どもたち（小学生高学年・中
学生）を対象とした「子どもの学習
支援教室」で、学習支援や相談相手
をしていただける「大学生ボラン
ティア」を募集します。
日時：毎週水曜日 18:00 ～ 19:30
場所：アスティアかさい
※交通費実費支給（1 回 2,000 円）
申込先：地域福祉課☎ 42-8730

放送大学10月生募集
放送大学はテレビ等の放送やイン
ターネットを利用して授業を行う通
信制の大学です。心理学・福祉・経
済・歴史・文学・自然科学などの分
野を学べます。
募集期間：8/31（木）まで
問合先：放送大学姫路サテライトス
ペース☎ 079-284-5788

個人事業税の納付をお忘れなく
平成 29 年度個人事業税の納期限は、
第 1 期分 8 月 31 日（木）、第 2 期
分 11 月 30 日（木）です。納税は
便利な口座振替をご利用ください。
問合先：北播磨県民局  加東県税事
務所☎ 0795-42-5111

期限内納付にご協力を
平成 29 年度市県民税 2 期、国民健
康保険税 2 期の納期限は 8 月 31 日

（木）です。
問合先：税務課☎ 42-8712

就学義務猶予免除者等の
 中学校卒業程度認定試験

病気などやむを得ない理由により、
保護者が小・中学校に就学させる義
務を猶予または免除された子等につ
いて、中学校を卒業した者と同等以
上の学力があるかどうかを認定する
ために国が行う試験です。合格する
と、高等学校の入学資格が与えられ
ます。受験資格や出願書類など、詳
しくは、文部科学省のホームページ
をご覧ください。
試験日：10/26（木）
会場：県民会館会議室 1203 号室
問合先：学校教育課☎ 42-8772


