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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
●子どものための救急法（心肺蘇生法実演講習など）
日時：6/5（火）10:30 ～ 11:30
講師：北はりま消防組合　加西消防署職員
●骨盤体操～産後の体を整え元気に子育て～
日時：6/11（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（6/4 から受付）
●北播磨地区子育てフェスティバル
日時：6/19（火）10:00 ～ 11:30
場所：善防公民館（対象：就園前の歩行可能な子ども）
講師：ＮＰＯ法人生涯学習サポート兵庫 榎本英樹さん
定員：先着 25 組（6/4 から受付）

愛の光キッズからのお知らせ
●ピアノコンサート☆親子で音楽鑑賞
日時：6/6（水）10:30 ～ 11:30　　
場所：飯盛野教会（参加無料）　持ち物：スリッパ、上靴、水筒
●心を育てる簡単料理☆調理実習
日時：6/11（月）10:00 ～ 13:00　
場所：飯盛野教会　参加費：500 円（定員 20 組）
持ち物：水筒、三角巾、エプロン、マスク
●アイキスポーツ☆楽しく体を動かそう！
日時：6/25（月）2・3 歳 10:30 ～ 11:20
　　　　　　　　　  0・1 歳 11:20 ～ 12:00
場所：愛の光こども園遊戯室（参加無料）
持ち物：スリッパ（大人のみ）、水筒

●なかよし交流会「健康体操」足腰を鍛え、若々しさをキープしましょう！
日時：6/21（木）10：00 ～ 11：30
講師：健康課　運動指導員（6/18 までに要申込）

ぜんぼうキッズからのお知らせ
●親子ふれあい体操
日時：6/12（火）10:30 ～ 11:30　対象：0 ～ 1 歳児と親
講師：上杉忍さん（エアロビクスインストラクター）
●親子ドンドン体操（鉄棒・平均台・マットなど）
日時：6/18（月）10:00 ～ 11:15
講師：岡ゆかりさん（スポーツインストラクター）
対象：H26.4 月～ H28.3 月生まれの子どもと親
定員：20 組（6/4 から受付）
●すくすく子育て Q&A ～保健師・栄養士からのワンポイントアドバイス～
日時：7/5（木）10:30 ～ 11:30
講師：健康課（保健師・管理栄養士）

●こどものために知っておきたい救命救急法～ AED の取り扱いを覚えよう～
日時：7/1（日）13：00 ～ 16：00 ※受講後、修了証を交付
講師：加西消防署員（6/25 までに要申込）

～～～～～～～～～～～～～ファミリーサポートクラブからのお知らせ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

持ち物：飲み物・タオル、動きやすい服装で　　定員：20 人（参加無料）　　託児：先着 5 人（要予約・無料）
場所：アスティアかさい 3F ライトスポーツスタジオ　　申込先：ファミリーサポートクラブ ☎ 42-0111

対象：0 ～ 3 歳児と親（要申込）
申込先：愛の光こども園　☎ 48-2733

申込先（場所）：ほくぶキッズ（オークタウンかさい）
☎ fax44-0719
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問合先（場所）：ぜんぼうキッズ（善防公民館内）
☎ fax48-3404

いちごくらぶからのお知らせ
●体育あそび
日 時：6/5（ 火 ）・6/19（ 火 ）
10:15 ～ 11:30
持ち物：水筒・上履き（親子とも）
●リトミック＆クラフト・リトミック＆楽器
日 時：6/6（ 水 ）・6/22（ 金 ）
10:15 ～ 11:30　　持ち物：上履き（親子とも）
●クラルテ人形劇（赤ちゃん劇場）
日時：6/7（木）10:15 ～ 11:30　持ち物：タオル
●ベビー＆キッズ　マッサージ
日時：6/18（月）10:15 ～ 11:30　持ち物：バスタオル
････････････････････････････････････････････････
対象：未就園児さん親子（参加無料）
問合先（場所）：善防こども園☎ 48-3765

小・中学生への就学援助の
 申請を受付します

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、学校で必要な経費（給食
費、学用品費等）の一部を援助しま
す。学校を通じて案内文書を配布し
ますので、ご確認ください。
問合先：学校教育課☎ 42-8772

教科書法定展示会
県教育委員会は、教科書についての
関心や認識を深めることなどを目的
に、教科書法定展示会を開催します。
日時：6/15（金）～ 6/28（木）
10:00 ～ 18:00 ※休館日なし
場所：加西市立図書館☎ 42-3722
問合先：学校教育課☎ 42-8772

対象：市内に住所がある生活保護世
帯、またはそれに準じる家庭で高校
生の学資の支払いが困難な方
支給額：月額 6,000 円
申込期間：6/11（月）～ 6/29（金）
問合先：学校教育課☎ 42-8772
※詳しくは市 HP をご覧ください。

学資困難な高校生へ奨学金を
 支給します
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夏休み  産業・観光ツアー in かさい
市内の「モノづくり優良企業」の技術・現場を見学・体験することで「モノ
づくり」への興味・関心を高めてもらう、社会体験学習を行います。
日時：小学生コース 7/25（水）、27（金）各日 9:30 ～ 15:30
　　　中学生コース 8/3（金）9:30 ～ 15:30
集合場所：市役所　※企業 2 社を見学、フラワーセンターで昼食・見学。
対象：小学生コースは小学 3 ～ 6 年生（保護者同伴）
　　　中学生コースは中学 1 ～ 3 年生
参加費：1 名 500 円（小学生コースは１組 1,000 円）
定員：小学生コース各日 20 組（40 名）中学生コース 40 名
問合先：加西商工会議所☎ 42-0416

古法華自然公園に炊事棟を新設しました！
　古法華自然公園の管理棟周辺に炊事棟を新設しました。衛生面に配慮し
て計画しており、キャンプ場をより快適に過ごしていただけます。機会が
あればぜひ古法華自然公園へお越しください。

▲炊事棟の外観 ▲炊事棟の内装

加東市体育施設利用料金の 
 変更について

加西市民が加東市の体育施設を利用する
場合、市外料金の指定がありましたが、
北播磨広域定住自立圏共生ビジョンの一
環として、加東市住民と同一額になりま
した。体力維持、健康増進、スポーツ活
動の場としてご利用ください。
問合先：文化・観光・スポーツ課
☎ 42-8773

加西市では認定こども園の整備を推進
しています。市民の皆さまに認定こど
も園がどのような施設なのか知ってい
ただくために、北条ならの実こども園
の見学会を開催します。子どもたちの
生活や遊びの場をぜひご覧ください。
日時：6/23（土）13:00 ～ 17:00
場所：北条ならの実こども園

（北条町北条 672-1）　
問合先：こども未来課☎ 42-8726

北条ならの実こども園見学のご案内 医療機関健診および予防接種
  の実施機関の変更について

5 月より田尻内科循環器科が閉院され、「安
田内科・循環器内科クリニック」が開院さ
れました。「安田内科・循環器内科クリニッ
ク」でも引き続き医療機関健診および高齢
者の予防接種を受けることができます。
実施内容：特定健診・長寿健診、胸部検診、
大腸がん検診、高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種
申込方法：医療機関へ直接電話
申込先：安田内科・循環器内科クリ
ニック☎ 43-7931

加西市定例教育委員会
どなたでも傍聴できます。
日時：6/26（火）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

狩猟免許試験のお知らせ
● 1 回目
日程・場所：7/20（金）姫路市、
7/28（土）神戸市、8/4（土）淡路市、
8/11（土）養父市※淡路市・養父
市は、網猟試験とわな猟試験のみ
申込期間：6/4（月）～ 6/22（金）
● 2 回目
日程・場所：9/3（月）神戸市、9/8（土）
三田市、9/15（土）姫路市
申込期間：7/23（月）～ 8/14（火）
※県猟友会による狩猟免許受験者対象の
講習会（6/2・9・16・23、8/4・18）も
あります。詳しくはお問い合わせください。
問合先：農政課☎ 42-8741

就職支援セミナー（面接対策）
面接の基礎マナー、身だしなみ、よ
く聞かれる質問内容など、採用に関
わってきたベテラン講師が面接必勝
法について熱く語ります。
日時：6/11（月）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

病児・病後児保育室ひまわり
 パート看護師・保育士（保育補助）を募集

勤務時間：平日 8:30 ～ 18:00
※時間は相談に応じます。
賃金：時給 1,300 ～ 1,600 円（看護師）
時給 1,000 円～（保育士、保育補助）
※交通費支給
募集人数：若干名
問合先：アスティアかさい 2 階さかい
こどもクリニック☎ 43-0415
病児病後児保育室ひまわり☎ 35-8415

不法就労・不法滞在防止にご理解を
外国人の一部には、不法滞在者が存在
していることがあり、その多くは不法
就労しているものとみられています。
外国人を雇用する際には、在留カード
などを見て、働くことができる在留資
格であるかよく確認してください。
問合先：加西警察署☎ 42-0110


