
■いつでも  だれでも  自由に遊べるひろば
　「ぜんぼうキッズ・ほくぶキッズ」
親子遊びや体験遊びを通
して、交流の輪を広げ、
子育てを楽しみましょ
う。子育てに関する不安
や悩みも気軽にご相談く
ださい。毎日のなかよし
タイム、年齢別、地区別の日や楽しいイベントもあり
ます。
利用時間：月～土曜 9:00 ～ 16:00（祝日・年末年始
除く）※土曜はほくぶキッズのみ。
ぜんぼうキッズ（善防公民館）☎＆℻ 48-3404
ほくぶキッズ（オークタウン加西）☎＆℻ 44-0719
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わくわく子育て情報

■ほくぶキッズからのお知らせ
●春のフェスティバル～動物さがしスタンプラリー～
日時：4/11（水）10:30 ～ 11:30
●母と子のリトミック教室
日時：4/20（金）10:30 ～ 11:15
講師：金田圭古さん（音楽教室講師）
対象：H27 ～ 29 年生まれの子どもと親
募集期間：4/9（月）～
●骨盤体操～産後の体を整え元気に子育て～
日時：4/23（月）10:00 ～ 11:00
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）
定員：先着 20 人　　募集期間：4/9（月）～
●親子で楽しむ音楽遊び～音楽は遊びの始まり～
日時：4/24（火）10:30 ～ 11:30
講師：高瀬彩さん（音楽療法士）
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☆音楽リズム遊び
日時：4/16（月）10:30 ～ 11:30
●ベビー＆キッズマッサージ☆親子ふれあい遊び
日時：4/19（木）10:30 ～ 11:30 
●オーロラ英語遊び☆英語を楽しもう！
日時：4/24（火）10:30 ～ 11:00

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
●親子ドンドン体操
日時：4/16（月）10:00 ～ 11:15
講師：岡ゆかりさん
対象：H26.4 月～ H28.3 月生まれの子どもと親
定員：先着 20 組　　募集期間：4/9（月）～
●ベビーダンス
日時：4/19（木）10:30 ～ 11:30
講師：吉田志都佳さん（ベビーダンスインストラクター）
持ち物：抱っこひも、体温計、上靴、タオル、飲み物
●おいでよ！ぜんぼうキッズに
日時：4/27（金）10:30 ～ 11:30
内容：自主グループゆうゆうさんと親子触れ合い遊び
● mama market 出店者募集
使わなくなった子ども服や育児グッズなどを出店して
いただける方を募集します。出店料無料、売上金の一
部を子育て支援に寄付させていただきます。
日時：5/15（火）10:00 ～ 13:00
募集店数：先着 20 ブース　募集期間：4/9（月）～
申込・問合先（場所）：ぜんぼうキッズ（善防公民館）
☎＆℻ 48-3404

就職支援セミナー
■就職活動に活かす時間管理
就職活動に成功するため、目標を定
め時間を有効に使う方法を学びます。
日時：4/20（金）10:00 ～ 12:00
場所：アスティアかさい 3 階集会室
講師：高階正浩さん（社会保険労務
士、キャリアコンサルタント）
定員：先着 20 人
受講料：無料
申込先：加西市ふるさとハローワー
ク☎ 42-7600

農用地区域の除外申請を
 受け付けます

住宅の建設等、緊急かつ具体的計画
のある土地利用案
件 に つ い て、 加 西
農業振興地域整備
計画に係る農用地
区域からの除外申
請を受け付けます。
受付期間：4/2（月）～ 23（月）
の平日
受付場所：農政課☎ 42-8718

地区計画案の縦覧
内容：鶉野飛行場跡地東部産業拠点
地区地区計画、鶉野上町産業集積地
区地区計画、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
期間：4/12（木）～ 26（木）
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
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北はりま消防組合消防本部
 が 4月から西脇市に移転

西脇消防署新庁舎完成により、4 月
から北はりま消防本部（総務課・企
画財政課・予防課・警防課・救急課）
を、加東市から西脇消防署内に移転
し、業務を開始します。119 番通
報を受信する情報管理課は、従来ど
おり旧滝野庁舎で業務を行います。
北はりま消防本部新住所
西脇市野村町 1796-502
問合先：北はりま消防本部総務課
☎ 0795-27-8119

特設人権相談を開設
毎年 5 月 3 日の憲法記念日を含む
１ 週 間（5 月 1 日 か ら 7 日 ま で ）
を「憲法週間」とし、憲法の精神を
理解してもらうための取り組みを
行っています。人権擁護委員協議会
では「特設人権相談」を設けていま
す。「いじめ」「差別」「プライバシー
の侵害」などでお悩みの方は、ご相
談ください。
日時：5/1（火）13:00 ～ 15:00
※相談は無料。秘密は厳守されます。
場所：市民会館 1 階会議室、アスティ
アかさい 3 階地域交流センター
問合先：人権推進課☎ 42-8727

水銀を含む廃棄物の処理方
 法が 4月から変わります

環境省では水銀による環境汚染防止
対策が進められています。加西市でも
廃水銀の適正処理を図るため、4 月か
ら水銀体温計や水銀血圧計などの水
銀を含む廃棄物の処理方法を、従来の
埋立ごみの区分から次のとおり変更
します。可燃ごみなどに混入しないよ
う、分別にご協力をお願いします。
処理方法：①加西市クリーンセン
ターへの持ち込み　②市役所、市内
4 公民館への持ち込み（乾電池投入
箱付近）　③ 各町の粗大ごみ拠点回
収への持ち込み
問合先：環境課☎ 42-8719

無料弁護士相談
4 月から弁護士による無料相談を実
施します。予約時に相談内容をお聞
きします。内容によっては相談を受
けられない場合があります。
日時：4/19（木）から原則第 3 木
曜日 13:00 ～ 16:00
場所：アスティアかさい 3 階ワー
クルーム
人数：1 日 9 人（1 人 20 分以内）
※予約は毎月 1 日から受け付けます

（1 日が閉庁日の場合は翌開庁日）。
予約・問合先：ふるさと創造課
☎ 42-8706

コミバスねっぴ～号、はっぴー
 バスの時刻表が変わります

コミュニティバスねっぴ～号「市街
地線」「九会線」「フラワーセンター
線」と、はっぴーバス「根日女線」（旧

「根日女の湯線」）の時刻表が、4 月
2 日から変更になります。詳しくは、
新時刻表または市のホームページを
ご覧ください。新時刻表は、市役所、
健康福祉会館、4 公民館、地域交流
センター、バス車内、北条町駅で配
布しています。
■平成 30 年度の市内バス無料乗車
券を配布しています
対象：75 歳以上の方、運転免許返納
者、障害者手帳をお持ちの方、中学生
以下の子ども、乳幼児同伴の保護者
配布場所：市役所、健康福祉会館、4
公民館、地域交流センター、加西病院、
北条町駅、神姫バス北条営業所
問合先：人口増政策課☎ 42-8700

犬の登録と狂犬病予防接種
狂犬病予防法では、犬の登録と生後
90 日を経過した犬の狂犬病予防注
射の接種が義務づけられています。
違反すると 20 万円以下の罰金に処
せられる場合があります。
■犬の登録
犬を飼われた場合や飼い犬の登録を
されていない方は、環境課で登録の
手続きをしてください。飼い犬が死
んだり、譲り受けたり、飼い主の引っ
越しの際は連絡してください。
■狂犬病予防注射の接種（毎年 1 回）
生後 90 日を経過した犬の飼い主
は、市から送付した「お知らせハガ
キ」を持参して、動物病院で狂犬病
予防注射を受けてください。
接種期間：4/1（日）～ 6/30（土）
※飼い犬が病気等の理由で接種でき
ない場合は、連絡してください。
■ペットが迷子になった、迷子の
ペットを発見した場合
動 物 愛 護 セ ン タ ー（ ☎ 0794-84-
3050）、加西警察署（☎ 42-0110）
に連絡してください。
問合先：環境課☎ 42-8716

運行時間・対象：5 月 5 日（土）
①北条町駅 10:40 発　乳幼児向け
②北条町駅 12:40 発　幼児・小学生向け（小学生のみの参加も可）
③北条町駅 14:40 発　幼児・小学生向け（小学生のみの参加も可）
定員：1 便 50 人程度（先着順）　※団体での申し込みはできません。
料金：子ども（中学生以下）無料　大人 500 円　募集期間：4/6（金）～
申込：件名を「子ども絵本列車申込」とし、住所・氏名・年齢・電話番号
を明記して、メールで申し込みください。　※申込後、３日以上たっても

「受付完了メール」が届かない場合は、電話でお問い合わせください。
申込先：観光まちづくり協会☎ 42-8715　kyokai@kanko-kasai.com

「子ども絵本列車」5月5日出発進行
加西まちライブラリー交流会として、子どもの日に
北条町駅から粟生駅までの往復約 50 分間、絵本列
車が走ります。車内では、岸田典大さん（絵本パフォー
マー）が、ミュージカル風に読み聞かせを行います。

岸田さん


