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広報かさい　2017.9 月号

■ねひめキッズからのお知らせ
●家庭教育講座「豊かな心を育て
ましょう」
日時：9/8（金）11:00 ～ 12:00
●動く・こどもの館号がやってくる
日時：9/13（水）11:00 ～ 12:00
●講座「子育てと子どもの病気について」
日時：9/28（木）11:00 ～ 12:00
講師：水戸敬医師（加西病院小児科）
●すくすく・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：9/19（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
●キッズ・ヨガにチャレンジ！
日時：9/25（月）10:00 ～ 11:00
対象・定員：親子 20 組
持ち物：ヨガマットまたはバスタオル、飲み物
●歯の教室「虫歯のない元気な歯に育てよう」
日時：9/27（水）10:00 ～ 11:00
講師：市歯科衛生士会　募集期間：9/15（金）まで
●親学習講座“人とつながるってどういうこと”～子
どもの心によりそって～
日時：10/5（木）10:00 ～ 11:30
講師：森脇登志子さん（両親教育インストラクター）
●「mama  market」出店者募集
育児グッズや雑貨などを出店していただける方を募集。
日時：10/22（日）10:00 ～ 14:00　出店料：無料
ブース数：先着 15 ブース  募集期間：9/11（月）～
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

■ほくぶキッズからのお知らせ
●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：9/11（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）
●親学習講座「思いやりのココロの育て方～あそびが
人を育てる～」
日時：9/13（水）10:00 ～ 11:30
講師：山崎清治さん（NPO 法人生涯学習サポート兵庫）
●母のリフレッシュ講座「ハワイアンリトミック（簡単フラ）」
日時：9/22（金）10:00 ～ 11:00
講師：永田育子さん（ハワイアンリトミックインストラクター）
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
●心を育てる簡単料理
日時：9/11（月）10:00 ～ 13:00 
定員：先着 20 人　　参加費：500 円
持ち物：エプロン、三角巾、マスク、飲み物
●リトミック＆クラフト
日時：9/25（月）10:30 ～ 11:30　参加費：無料
●オーロラ英語遊び
日時：9/26（火）10:30 ～ 11:00　参加費：無料

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

加西市定例教育委員会
どなたでも傍聴できます。
日時：9/27（水）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等の縦覧
内容：①東播都市計画地区計画「繁
昌町国道 372 号沿線地区地区計画」
市原案　②東播都市計画地区計画

「横尾南部地区地区計画」市原案
③繁昌町他 1 町の特別指定区域変
更に係る市原案　④繁昌町他 2 町
の土地利用計画変更に係る市原案
期間：9/12（火）～ 26（火）
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

期限内納付にご協力を
平成 29 年度国民健康保険税 3 期の
納期限は 10 月 2 日（月）です。
問合先：税務課☎ 42-8712

マイナンバーによる情報連
 携の試行運用が全国で開始

10 月頃から本格運用が予定されて
います。情報連携により行政の各種
事務手続きで提出する必要があった
添付書類の一部を省略できる予定で
す。詳しくは市ホームページをご覧
ください。
問合先：情報政策課☎ 42-8703

都市計画決定の説明会
公共下水道処理区域の都市計画決定

（鶉野飛行場跡地地区等）の説明・
意見聴取を行います。
日時：9/12（火）19:30 ～
場所：南部公民館 2 階農事研修室
問合先：都市計画課☎ 42-8753
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みんなで見守り被害を防ごう !! 悪質屋根工事業者に気をつけて !!
【事例】突然家に知らない男の人が来て、「近所で工事をし
ている。お宅の屋根を見ると、瓦が浮いているのが見えた
ので、訪問させてもらった。今なら、残っている漆喰を使っ
て 1 万円で直してあげる」と言われた。訳が分からず契約
書を書かされると、業者はすぐに屋根に上がり作業をした。作業が終わっ
て請求書を渡され、「気になるところを全て直したので、金額は 15 万円だ。
後日お金を取りに来る」と言われたが、どうしたらよいか。

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】突然自宅に来て、「屋根を修理しないと大変なことになる」などと
不安をあおり、その場で契約を結ばせる訪問販売に関する相談が後を絶ち
ません。「瓦が浮いている」などの説明が事実でない場合もあります。決
してその場では契約せず、相手の言うことが事実なのか、必要な工事かど
うかなどを、家族や周囲の人に相談しましょう。また、工事を頼む際には、
信頼のおける業者から複数見積もりを取ることも大切です。
　訪問販売の場合、工事が終わっていても契約書を受け取ってから 8 日
以内であれば、クーリング・オフ（無条件解約）できる場合があります。困っ
た時は、早めにご相談ください。
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公立幼保の入園案内説明会
平成 30 年 4 月以降に入園を予定さ
れているお子さまの家庭などを対象
に、公立幼保施設（認定こども園・
幼児園・保育所・幼稚園）の入園案
内説明会を行います。
日時
9/22（金）① 9:00 ～② 10:30 ～
9/25（月）③ 9:00 ～④ 10:30 ～

⑤ 14:30 ～
※全て同じ内容です。
場所：市役所 1 階多目的ホール
問合先：こども未来課☎ 42-8726

募 集

来年3月末でねひめキッズ
 を閉園

ねひめキッズは平成 17 年４月の開
園以来、未就園の親子が自由に遊び、
親同士の交流や子育ての相談ができ
る広場として、多くの方々に利用さ
れてきました。昨今、富田学童保育
園の利用者が増加し、待機児童解消
のため、教室の確保が必要となりま
した。ねひめキッズを平成 30 年 3
月 31 日に閉園し、4 月以降は富田
学童保育園の教室として利用しま
す。閉園後も、ほくぶキッズ、ぜん
ぼうキッズの 2 施設は、従来の登録
制度を改め、ねひめキッズ同様に未
就園の親子が自由に遊べる広場とし
て引き続き実施していきますので、
今後とも安心してご利用ください。
問合先：こども未来課☎ 42-8726

防衛省自衛官募集
種目：防衛大学校学生、防衛医科大
学校医学科学生、防衛医科大学校看
護学科学生
資 格： 平 成 30 年 4 月 1 日 時 点 で
18 歳以上 21 歳未満の高等学校ま
たは中等教育学校卒業者（見込含）
受付期間：9/5（火）～ 29（金）
問合先：自衛隊兵庫地方協力本部・
青野原分駐所☎ 0794-66-7959

特定医療費（指定難病）
 受給者証の更新手続き

特定医療費（指定難病）受給者証の
更新交付を希望される方は手続きが
必要です。詳しくはお問い合わせく
ださい。
対象：有効期間が 12 月 31 日まで
の受給者証をお持ちの方で、1 月 1
日以降も引き続き受給者証の交付を
希望される方
受付期間：9/1（金）～ 11/24（金）
問合先：加東健康福祉事務所（地域
保健課）☎ 0795-42-5111

法定相続情報証明制度
全国の法務局で「法定相続情報証明
制度」が5月29日から始まりました。
相続登記を含む各種相続手続きで戸
籍謄本一式の省略が可能となりまし
た。詳しくはお問い合わせください。
問合先：神戸地方法務局社支局
☎ 0795-42-0201

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：9/20（水）13:00 ～ 16:00
場所：アスティアかさい 3 階ワー
クルーム
相談：兵庫県弁護士会連合会の弁護士
定員：6 人（1 人 30 分程度）
予約先：ふるさと創造課☎ 42-8706

就業構造基本調査にご協力を
10 月１日現在で、平成 29 年就業
構造基本調査を実施します。国民の
就業・不就業の状態を調査し、全国・
地域別の就業構造の実態を明らかに
する調査です。調査結果は、国や都
道府県等の雇用政策、経済政策など
各種行政施策の基礎資料として利用
されます。対象となった世帯には、
9 月下旬に統計調査員が伺いますの
で、ご協力をお願いします。
問合先：総務課☎ 42-8702


