
ねっぴ～商品券の使用期限
 は 1 月 31 日まで

平成 29 年 7 月 15 日から販売した
10％のプレミアム付商品券（ねっ
ぴ～商品券）の使用期限は、平成
30 年 1 月 31
日 ま で で す。
お早めにご使
用ください。
問合先：加西商工会議所☎ 42-0416
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■ねひめキッズからのお知らせ
●お正月遊び　日時：1/11（木）11:00 ～ 12:00
●豆まき会　　日時：2/ 2（金）11:00 ～ 12:00
●ハンド・トリートメント
日時：1/16（火）11:00 ～ 11:30
●すくすく・かんがるーひろば
子どもの身体測定やママ同士でお話をしましょう。
日時：1/16（火）10:30 ～
問合先（場所）：ねひめキッズ☎ 42-5710

わくわく子育て情報

■ほくぶキッズからのお知らせ
●親子で楽しむおはなし遊び
日時：1/24（水）10:00 ～ 11:00
講師：松本孝美さん（かさい・えほんの森代表）
●造形遊び～小麦粉粘土で遊ぼう～
日時：1/30（火）10:00 ～ 11:00
対象：1 歳以上の子どもと親
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☆親子でふれあいましょう！
日時：1/18（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☆音楽リズム遊び
日時：1/29（月）10:30 ～ 11:30
●オーロラ英語遊び☆アリアナ先生と遊びましょう！
日時：1/30（火）10:30 ～ 11:10

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

■ぜんぼうキッズからのお知らせ
●スクラップブッキング教室
　～スクラップブッキング de ポケットアルバム～
日時：1/19（金）10:00 ～ 11:30
講師：アート＆クラフト DUO 認定講師
　　　スクラップブッキング　インストラクター
対象・定員：子育て中の親子　15 組
材料費：1,000 円　　募集期間：1/12（金）まで
持ち物：えんぴつ、定規、写真 3 ～ 5 枚
●親子ふれあい体操
日時：1/22（月）10:00 ～ 11:00
講師：上杉忍さん
対象・定員：4 歳までの歩ける子どもと親 30 組
参加費：無料　　持ち物：バスタオル、飲み物
申込先（場所）：ぜんぼうキッズ（善防公民館）
☎＆℻ 48-3404

加西市定例教育委員会
どなたでも傍聴できます。
日時：1/29（月）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

期限内納付にご協力を
平成 29 年度市県民税 4 期、国民健
康保険税 7 期の納期限は 1 月 31 日

（水）です。
問合先：税務課☎ 42-8712

■ファミリーサポートクラブからのお知らせ
●講習会「こどもがよろこぶ手遊び・伝承遊び・絵本」
日時：1/18（木）10:00 ～ 11:30
場所：アスティアかさい 3 階集会室
講師：甘中さつきさん　　参加費：無料
定員：20 人　※無料託児あり（要予約・先着 5 人）
募集期間：1/14（日）まで
申込先：ファミリーサポートクラブ ☎ 42-0111

インターネットオークション
市税滞納者から差し押さえた動産を
インターネット上で公売します。詳し
くは市ホームページをご覧ください。
参加申込：1/10（水）～ 23（火）
せり期間：1/30（火）～ 2/1（木）
問合先：税務課☎ 42-8714

年始の休日歯科診療
事前に電話で確認してください。
日程・医療機関・電話番号
1/1（月）増田歯科医院（殿原町）
☎ 44-1807
1/2（火）かしわら歯科医院（北条
町横尾）☎ 42-0378
1/3（水）原歯科診療所（北条町栗
田）☎ 42-0002
※時間は 9:00 ～ 12:00全国農業新聞を購読して

 みませんか
全国農業新聞は、農業者の公的代表
機関である農業委員会系統組織が発
行する週刊の農業総合専門誌です。
発行：毎週金曜日
購読料：月額 700 円（送料・税込）
問合先：農業委員会☎ 42-8782
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水回り修理等のトラブル多発！！  契約は慎重に！！
【事例】お風呂が水漏れし、慌ててインターネットで検索した業者に修理
依頼の電話をした。来訪した業者は、水漏れ箇所をちらっと見ただけで「お
風呂の交換が必要！このままだと大変な事になる」と言った。本当に必要
か、金額の説明もないままに、お風呂が使えなくなると困
るので、作業してもらい、80 万円請求された。

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】インターネット検索やチラシ・マグネット広告を見
て頼んだ水回り修理業者についての相談が寄せられています。自ら選んで
呼んだ業者なので、クーリングオフ制度の適用はありません。
　作業前に作業内容や料金の説明を求め、納得できない場合は応急処置だ
けを依頼しましょう。他業者から合見積りを取り寄せるなどし、本当に作
業が必要かどうか、金額が妥当かどうかを確認しましょう。また、自分で
も応急措置ができるよう元栓や止水栓の場所と閉め方を確認しましょう。
　水道工事については、市ホームページに「加西市水道事業指定給水装置
工事業者指定一覧表（地区別）」がありますので、市内の安心な事業所を
選ぶようにしましょう。
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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「加西
東産業団地地区地区計画」の市変更
原案
期間：1/16（火）～ 30（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
閲覧可能です。縦覧期間中は参考図
書も掲載します。
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

公民館長（臨時職員）を募集
資格：生涯学習の推
進、社会教育を施設
の振興と改革に情熱
と見識を持って取り
組 ん で い た だ け る
63 歳（H30.4/1 現在）未満の方
任期：H30.4/1 ～ 9/30（更新可）
※土日勤務あり
賃金：日額 12,400 円
募集人数：2 人
応募方法：①市販の履歴書（手書
き）②職務経歴書（A4、様式枚数
自由）③論文「こんな公民館にした
い」（800 字以内）を封筒（表面に
公民館長応募と朱書き）に入れ、持
参または郵送　※②③はパソコンの
ワープロソフト等で作成したもの。
募集期間：1/15（月）～ 2/9（金）
必着
選考：1 次（書類審査）2 月中旬
2 次（面接）2/24（土）
応募先：〒 675-2395（住所表記不
要）生涯学習課☎ 42-8775

募 集

かさい創業塾
日時（時間 10:00 ～ 17:00）・内容
1/20（土）：創業の心構え、事業ア
イディアの創出、財務の基本・税務
申告、資金調達、採用と育成など
1/27（土）：事業の仕組みと販売戦
略、事業計画の作成、先輩創業者事
例、創業補助金など
※セミナー終了後に別途日程調整の
上、希望者に個別相談会を行います。
場所：加西商工会議所
講師：細川祐三さん（中小企業診断
士）ほか
対象：創業を検討中の方、準備を進
めている方、創業されて間もない方
※会社員・主婦・学生、市外の方も
参加できます。
定員：先着 15 人
受講料：無料
申込先：加西市産業活性化センター

（加西商工会議所内）☎ 42-0416

消費生活相談員を募集
内容：消費生活に関する相談への助
言やパソコン入力、啓発など
資格：消費生活専門相談員等の資格
を持っている方。または、将来的に
資格を取得するため、消費生活に関
する相談及び苦情の処理、啓発情報
収集等を学ぶことに熱意がある方。
採用年月日：平成 30 年 3 月 1 日
※週 3 日勤務
賃金：資格あり　日額 12,080 円
　　　資格なし　日額 7,040 円
募集人数：1 人
応募方法：履歴書を郵送または持参
※資格がある場合は資格証の写しも
同封してください。
募集期間：1/31（水）まで
選考：面接、書類選考
応募先：〒 675-2395（住所表記不
要）ふるさと創造課☎ 42-8706

お詫びと訂正
広報かさい 12 月号と共に配布の

「在宅医療介護連携マップ」の市内
介護サービス事業者一覧表におい
て、一部誤りがありました。お詫び
して訂正します。
・⑭そらの地区名
誤：北条　⇒　正：善防
・㉕なごやかの電話番号
誤：49-8888　⇒　正：49-0080
問合先：長寿介護課☎ 42-8728


