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みんなの善意で明るい社会
 6月は善意月間です

加西市社会福祉協議会では、「すべ
ての市民で支えあう福祉のまちづく
り」のため、地域に根ざしたふれあ
い活動の推進と安心して暮らせる福
祉サービスの充実に努め、さまざま
な事業や啓発活動を実施していま
す。善意の預託金は、次の事業に活
用します。皆さまの温かいご協力を
お待ちしています。
●支えあう福祉のまちづくり推進事業
高齢者外出支援（タクシー初乗り運
賃助成）事業
●心配ごと相談事業
●おめでとう赤ちゃん出生お祝い事業
●成人式記念品贈呈事業
●防犯カメラ設置助成金事業
問合先：加西市社会福祉協議会
☎ 42-8888

Ｑ：男女共同参画社会ってなに？
Ａ：

▲パネル展示の様子

6/23 ～ 6/29 は男女共同参画週間

●映画『女たちの都 ワッゲンオッゲン』
　を上映します。

出演：大竹しのぶ、松田美由紀、杉田かおる
内容：熊本県天草市の港町・牛深を舞台に、
衰退著しい街の活気を取り戻そうと立ち上が
る女性たちの奮闘を豪華女優陣の共演で描く
ご当地ムービー
日時：6/27（水）13:30 ～
場所：アスティア 3 階地域交流センター　
多目的ホール
定員：９５名（入場無料）

「女性（男性）とはこうあるべき」とい
う考え方によって、行動や考え方、生き
方を制限されることなく、一人ひとりが
個性と能力を発揮できる社会です。

地域交流センターの一画に、男女をそれぞれ
テーマにした本を集めました。とてもわかり
やすいものから、専門的なものまであります。
これから少しずつ増やしていきますので、ぜ
ひ手にとってみてください。

●図書コーナーを開設しました。

▲図書の一例

▲映画のチラシ

くらし

市民会館からのお知らせ
●かさいカルチャーフェスティバル
2018「フリーマーケット参加者募集」
開催日：7/16（月・祝）
申込期日：6/17（日）※応募多数の時は抽選
● 6 月の１day 講座
伝統和紙「杉原紙で作る小物たち」
日 時：6/13（ 水 ） 10:00 ～ 12:00 
受講料：1,680 円（材料費込）
パティシエが教えるスイーツ講座
日時：6/18（月） 13:00 ～ 15:30 
受講料：2,680 円（材料費込）
プロが教える「挿し芽で増やそう」園芸講座
日 時：6/20（ 水 ） 10:00 ～ 12:30 
受講料 ：3,580 円（材料費込）
ハンドマッサージとちょこっと健康講座
日 時：6/24（ 日 ） 10:00 ～ 12:00 
受講料：1,380 円（材料費込）
場所・問合先：市民会館☎ 43-0160

北播磨学生就職フェア 2018
日 時：6/11（ 月 ）14:00 ～ 15:30

（受付 13:30 ～ 15:00）※参加希望
事業所が多い場合は、他の時間帯を
追加で開催する可能性あり
場所：小野市うるおい交流館エクラ
対象求職者：①平成 31 年 3 月新規
学校卒業予定者（大学等）②平成
28 年 3 月以降の既卒者（大学等）
参加事業所：北播磨地域の事業所

（50 社程度の予定）
その他：参加事業所・求人一覧を兵
庫労働局の HP
等に掲載
問合先：ハロー
ワ ー ク 西 脇 ☎
0795-22-3181

加西市吹奏楽団
 創団30周年記念演奏会

日時：6/24（日）開演 13:30
場所：市民会館文化ホール
客演：加西中・善防中吹奏楽部
曲目：ドラゴンクエスト、マンボメ
ドレー、演歌メドレーなど
団員募集：高校生以上の方で、吹奏
楽の経験者や吹奏楽に興味のある方
※毎週金曜日の夜に市民会館で練習
問合先：加西市吹奏楽団（中野）
☎ 080-3132-4181

成果を出すためにどのように商談を
行えば良いのか、新規開拓や既存顧客
への商談にも使える”事例営業”を学
び、自分オリジナルの事例づくりを行
います。
日時：7/11（水）13:30 ～ 17:00
講師：㈱はたらこらぼ 日下章子氏
定員：先着 20 名
申込期限：7/2（月）まで
受講料：会員無料 / 会員外 5,000 円
※詳しくはお問い合わせください。
場所・申込・問合：
加西商工会議所☎ 42-0416

『新規開拓営業のコツ」
 セミナー受講者の募集
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国民年金保険料は過去5年分
 まで納めることができます

納め忘れの国民年金保険料につい
て、平成 30 年９月までに限り、過
去５年分まで納めることができます

（後納制度）。後納制度を利用するこ
とで、将来受け取る年金額を増やし
たり、納付期間の不足により年金を
受給できなかった方が年金の受給資
格を得られる場合があります。後納
制度は事前審査が必要ですのでお早
めに手続きをお願いします。60 歳
以上で老齢基礎年金を受給している
方や、65 歳以上で老齢基礎年金の
受給資格がある方は、後納制度を利
用することができません。
問合先：
加古川年金事務所☎ 079-427-4740
市民課☎ 42-8722

漏水調査にご協力を
調査区域内全ての配水本管および給
水管（メーターまで）について専門業
者が機器等を使って漏水の有無を調
査し、漏水箇所を特定します。調査員
は、市が発行する身分証明書を携帯し
ています。ご協力をお願いします。
期間：6/25 ～ 12/28　8:30 ～ 17:00
調査区域：北条地区
※詳しくは市 HP をご覧ください。
調査会社：フジ地中情報株式会社
問合先：上下水道課☎ 42-8796

　加西商工会議所は、市内加盟店約 260 店で使える 10% のプレミアム
付き商品券（ねっぴ～商品券）を 5,500 万円分販売します。市内でお
買い物をしましょう。
●券面金額：1 枚 1,000 円　※つり銭は出ません。
●購入方法：1 口（11 枚 11,000 円分の商品券）を 10,000 円で購入できます。
●申込方法：往復はがきの往信用裏面に①郵便番号②住所③氏名④電話番号
⑤希望口数、返信用宛名面に①郵便番号②住所③氏名を記入し、お申し込みください（持参不可。申込多数の場合は抽選。結
果は返信はがきで通知します。）　　●購入限度：1 家族 5 口まで（1 世帯ではありません。5 口を超えた申込分は抽選対象外）
●申込期間：6/4（月）～ 6/30（土）当日消印有効　　●使用期間：8/1（水）～ H31/1/31（木）まで
●申込先：〒 675-2312　北条町北条 28-1 アスティアかさい 1 階　加西商工会議所☎ 42-0416

～ 10% もお得！「ねっぴ～商品券」 受付開始 ～

特定医療費受給者証の更新手続 
 （指定難病・ 小児慢性） 

特定医療費（①指定難病②小児慢
性）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 9月 30 日までの
受給者証をお持ちの方
受付期間：①特定医療費（指定難病）
受給者証をお持ちの方…6/11（月）
から②特定医療費（小児慢性）受給
者証をお持ちの方…7/2（月）から
問合先：加東健康福祉事務所（地域
保健課）☎ 0795-42-5111（代表）

ミニ面接会を開催します
加西市内の事業所 2 社に参加して
いただき、小規模な就職面接相談会
を開催します。
日時：6/15（金）10:30 ～ 15:30
場所：アスティアかさい 3 階集会室
※参加企業・募集職種など詳細は、
加西市ふるさとハローワークのブロ
グをご確認ください。http://1.city.
kasai.hyogo.jp/hellowork/
問合先：ハローワーク西脇
☎ 0795-22-3181

排水管高圧洗浄トラブルに注意！！
【事例】突然、男の人がやってきて「近所で排水管の高圧
洗浄をしている。無料で点検しますよ」と言われ、近所で
しているし、無料ならと思い点検をしてもらった。点検後、

「排水管の中が詰まりかけている。詰まったら、大変なこ
とになる。通常、2 万円のところ、1 万 6 千円でします。」
と言われた。感じのいいセールスマンで、説明もしっかりしていたから、契約をし
たが、後日、「白アリがいる。リフォームが必要」などと次々契約をさせられた。

問合先：加西市消費生活センター（月～金 9:00 ～ 16:30）☎ 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
※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】「無料で点検」などと言って訪問し、点検後に消費者の不安をあおり、
工事などの契約を結ばせる手口です。一度契約をすると、次々と契約を迫られ
ます。安易に業者を家に入れないようにしましょう。「特別に値引きする」な
どと言われても、その場で契約せず、家族や周辺の人に相談しましょう。必要
の無い場合は、きっぱり断ることが大切です。訪問販売の場合、契約後や工事
完了後でも、クーリングオフや契約の取り消し等ができる場合があります。お
かしいなと思ったら加西市消費生活センターへご相談ください。


