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広報かさい　2018.2 月号

■ねひめキッズからのお知らせ
●家庭教育講座「子育てに迷うお母さんへ」
日時：2/23（金）11:00 ～ 12:00
●ひなまつり会　日時：3/1（木）11:00 ～ 12:00
●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：2/20（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
●親子で楽しむ音楽遊び③～音楽は遊びの始まり～
日時：2/21（水）10:00 ～ 11:00
講師：高瀬彩さん（音楽療法士）
対象：平成 26・27 年度生まれの子どもとその親
●冬のわくわくお部屋遊び～秘密のお家を作ろう～
日時：2/27（火）10:00 ～ 11:00
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

●アイキスポーツ☆親子運動遊び
日時：2/19（月）10:30 ～ 12:00 
●オーロラ英語遊び☆英語を楽しもう！
日時：2/20（火）10:30 ～ 11:10
●リトミック＆クラフト☆音楽リズム遊び
日時：2/26（月）10:30 ～ 11:30

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

東播都市計画地区計画の縦覧
内容
①「 鶉 野 上 町 産 業
拠点地区地区計画」
の素案
②「 東 高 室 次 世 代
へのまちづくり産業立地促進地区地
区計画」の素案
期間：2/16（金）～ 3/2（金）
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

■ぜんぼうキッズからのお知らせ
●親子でふれあいあそび
　～わらべうたや伝承あそびを楽しみましょう～
日時：2/16（金）10:00 ～ 11:00
講師：木村ちひろさん（ひょうごあそびの伝承師）
●集団生活を始める前に～幼児園、こども園って？～
日時：2/26（月）10:00 ～ 11:00
講師：市こども未来課職員
問合先（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：2/21（水）14:00 ～
場所：市役所 5 階大会議室
問合先：教育総務課☎ 42-8770

期限内納付にご協力を
平成 29 年度固定資産税 4 期、国民
健康保険税 8 期の納期限は 2 月 28
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＆交流会「親子で音楽あそび」
日時：2/15（木）10:00 ～ 11:00　参加費：無料
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：西田園子さん（県民局アドバイザー）
定員：10 組（大人のみも可）※無料託児あり（要予約・
先着 5 人）　　募集期間：2/8（木）まで
申込先：ファミリーサポートクラブ ☎ 42-0111

学校での必要な費用を援助
 （新小学5年生・新中学3年生）

経済的な理由によって、小・中学校
への就学が困難な児童生徒の保護者
に対して、学校で必要な費用（学用
品費、校外活動費等）の一部を援助
します。要件等の詳細は、学校を通
じて案内文書を配布します。なお、
新小学 5 年生と新中学 3 年生以外
の保護者へは、6 月にご案内します。
問合先：学校教育課☎ 42-8772

■加西こども園であそぼう
日時：2/21（水）9:30 ～ 11:00
対象：加西中学校区の未就園児親子
参加費：1 人 50 円（傷害保険料）
場所・申込先：加西こども園☎ 49-2363

加西市での猫の引き取りは
 3月26日（月）で終了します

毎週月曜日の午前 9 時から 10 時ま
で、市環境課で行っていました猫の
引き取りは、3 月 26 日で終了しま
す。以降は下記相談先まで連絡して
ください。
相談先：兵庫県動物愛護センター三
木支所  〒 673-0503  三木市志染
町窟屋 1242-48  ☎ 0794-84-3050
問合先：環境課☎ 42-8716
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カニの勧誘電話にご用心！！ 
【事例】自分の留守中に自宅へ海産物販売業者から電話があり、妻が出た。
業者は自分の住所と名前を知っており、「以前にカタログギフトで海産物
を注文した人へ連絡をしています。ズワイガニを 6 日後に代引きで送り
ます」と言われ、妻は事情が分からず承知したという。
　帰宅後に妻から話を聞き、着信履歴に残っていた番号
へ電話し、「注文を取り消したい」と伝えたところ了承さ
れた。キャンセルできたかどうか不安だ。

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】カニなどの海産物の勧誘電話を受け、強引に契約をさせられた、断っ
たのに商品が届いた、キャンセルしたいのに業者と連絡が取れない、家族
が注文したと思い返事をしてしまった、などの相談が多数寄せられていま
す。家族が注文したか不明な場合は、本人に確認してから返事をするなど、
即答せず冷静に対応することが大切です。
　電話での勧誘を受けて契約した場合は、8 日以内ならクーリングオフが
できます。不安な時は、早めに消費生活相談窓口までご相談ください。
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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。
・㉔の医療機関名
誤：医療センターきずな　⇒
正：医療福祉センターきずな
・㉕の診療科の追記
あさじ医院　診療科　内科
問合先：長寿介護課☎ 42-8728

10月分～ 1月分の児童手当
 の支給日は 2月9日（金）

入金は通帳記帳等でご確認ください。
申請時期によって振込日が変わるこ
とがあります。現況届を提出されて
いない方は至急提出してください。
問合先：地域福祉課☎ 42-8709

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、お気軽にご相談くださ
い。事前予約制です。
日時：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
弁護士：兵庫県弁護士会所属
定員：6 人（1 人 30 分程度）
予約先：ふるさと創造課☎ 42-8706
■全国一斉投資被害 110 番（弁護
士による無料電話相談）
絶対もうかると言われて、商品先物
取引や未公開株、社債など詐欺的金
融商品を購入し損害を受けるという
被害が全国的に多発しています。お
悩みの方はご相談ください。
日時：2/19（月）10:00 ～ 15:00
相談電話：神戸☎ 078-360-3221
阪神☎ 06-6411-0133
姫路☎ 079-288-6603
※姫路では同日の時間帯で無料面接
相談も実施します（2 月 16 日まで
に☎ 079-286-8222 に要予約）。
問合先：兵庫県弁護士会
☎ 078-341-8227

事業者向けセミナー
■ホームページを活用して、新たな
取引先を獲得しませんか！「事例か
ら学ぶＢ to Ｂで儲かるネット活用
ホントのところ！」
日時：2/7（水）13:00 ～ 16:00
場所：加西商工会議所
講 師： 村 上 肇 さ ん（ ㈱ 創（SOU 
Corporation）代表取締役・e エヴァ
ンジェリスト）
定員：先着 20 人  受講料：5,000 円
■国・県・市の支援制度（各種補助
金・助成金）紹介セミナー
日時：2/19（月）13:30 ～ 16:00
※個別相談会もあります。
場所：アスティアかさい 3 階集会室
講師：藤田勉さん（兵庫県よろず支
援拠点チーフコーディネーター）ほか
定員：先着 40 人　受講料：無料
■経営計画作成支援セミナー「補助
金は公募されてからでは、間に合わ
ない？今から始める稼ぐ力の強化」
日時：2/22（木）、26（月）、3/5（月）
18:30 ～ 20:30 ※個別相談会もあり
場所：加西商工会議所
講師：佐野鉦治さん（（公財）新産
業創造研究機構 技術アドバイザー）
定員：先着 15 人　受講料：無料
■だからこの職場で働きたい！

「ワークライフバランス導入のコツ」
日時：2/23（金）14:00 ～ 16:00
場所：加西商工会議所
講師：山本としえさん（中小企業診
断士・ひょうご仕事と生活センター
外部相談員）
定員：先着 30 人　受講料：無料

対象：企業経営者・後継者・担当者・
創業予定者など
申込先：加西商工会議所☎ 42-0416

図書館休館のお知らせ
図書館システムの入れ替えと蔵書点
検のため休館します。システムの停
止期間中は、図書館ホームページの
閲覧、検索、予約受付などのサービ
スは利用できません。ご不便をおか
けしますが、ご理解とご協力をお願
いします。
休館期間：2/16（金）～ 28（水）
システム停止期間
2/15（木）18:00 ～ 3/1（木）10:00
問合先：図書館☎ 42-3722


