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ぜんぼうキッズからのお知らせ
●野菜はんこでエコバッグ作り　
日時：7/10（火）10:30 ～ 11:30
講師：佐伯久代さん（元小学校教諭）
材料費：400 円（定員 15 組、要申込）
●親子ドンドン体操（鉄棒・平均台・マットなど）
日時：7/30（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：先着 20 組　　募集期間：7/2 の 9:00 ～
●子どもの歯の教室
日時：8/7（火）10:30 ～ 11:30
講師：兵庫県歯科衛生士会北播磨支部会員
････････････････････････････････････････････････
申込先（場所）：ぜんぼうキッズ（善防公民館）
☎＆ fax48-3404

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「こどもと一緒につくるヘルシー＆
スタミナ料理」
日時：7/29（日）9:30 ～ 12:30
講師：市健康課　管理栄養士
場所：アスティアかさい 3 階　キッチンルーム
定員：親子 10 組（大人ひとりの参加も可）
参加費：大人 300 円、小学生以下 200 円
持ち物：エプロン・三角巾・マスク・タオル・飲み物
託児：先着 5 人（要予約・無料）
募集期間：7/23（月）まで
申込先：ファミリーサポートクラブ ☎ 42-0111

ほくぶキッズからのお知らせ
●たなばた会
日時：7/3（火）10:30 ～ 11:30
●骨盤体操～産後の体を整え元気に子育て～
日時：7/9（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（7/2 の 9:00 から受付）
●母と子のリトミック教室
日時：7/13（金）10:30 ～ 11:15
講師：金田圭古さん（音楽教室講師）
対象：平成 27 年から 29 年生まれの子どもと親
●すくすく子育てＱ＆Ａ
日時：7/19（木）10:30 ～ 11:30
講師：健康課職員（保健師・栄養士）
※ 2・3 歳児対象のお話をします。
････････････････････････････････････････････････
申込先（場所）：ほくぶキッズ（オークタウン加西）
☎＆ fax44-0719
愛の光キッズからのお知らせ
●リトミック＆クラフト
日時：7/2（月）10:30 ～ 11:30
持ち物：スリッパ、上靴、水筒　
●オーロラ英語遊び
日時：7/10（火）10:30 ～ 11:00
●ベビー＆キッズマッサージ
日時：7/12（木）10:30 ～ 11:30
持ち物：バスタオル、水筒、オムツ、おしりふき　
････････････････････････････････････････････････
対象：0 ～ 3 歳児の親子（参加無料・申込要）
申込先（場所）：愛の光こども園☎ 48-2733

「愛の血液助け合い運動」月間
安定した血液確保のため、一人でも
多くの方の献血が必要です。皆さま
のご協力をお願いします。
●市役所 1 階多目的ホールでの献血
日時：8/3（金）10:00 ～ 12:00、
13:15 ～ 16:00
対象：男性（17 歳～ 69 歳）
女性（18 歳～ 69 歳）
※ 400ml 献血のみの受付。
※ 65 歳 以 上 の 方 は、60 歳 ～ 64
歳の間に献血経験がある方に限る。
問合先：健康課☎ 42-8723

 わくわく子育て情報

ちかつモーニング～みんなで朝食会～
加西市委託事業、地域活動支援セン
ター事業の一環で、地域の障害者（特
に高齢障害者）が気軽に集いモーニ
ングを楽しもうというものです。
対象者：障害者手帳をお持ちの方や
難病などの方とそのご家族、友人
開催日：毎週月曜日・金曜日
※ 7 月は 2･6･9･13･20･23･27･30 日
時間：8:30 ～ 10:00
場所：古坂 1 丁目公会堂
料金：1 食 250 円、地活利用契約
者は月額 500 円
問合先：NPO 法人 sky トゥルーカ
ラーズ加西☎ 33-9885

第68回「社会を明るくする運動」
「すべての国民が、犯罪や非行の防止
と罪を犯した人たちの更生について
理解を深め、それぞれの立場におい
て力を合わせ、犯罪のない明るい地
域社会を築こう」とする運動で、7
月 1 日から 31 日までを強調月間と
して、全国的な運動が展開されます。
日時：7/3（火）10:00 ～ 12:00
場所：アスティアかさい 3 階交流プラザ
内容：オープニングセレモニー終了
後、キャンペーン活動など
問合先：ふるさと創造課（市民相談
係）☎ 42-8739



水回りだけじゃない！
スマホで調べた業者とのねずみ駆除トラブル！

【事例】　ねずみが屋根裏を走り回るので、スマホで調べた業者に駆除を頼
んだ。初めてきた時、二階の部屋の畳を上げて、床の木を切って持って帰っ
た。次に来た時に、「環境改善工事が必要。床下にす
みかがあった。持って帰った木も 30 カ所以上穴が開
いていた。カビもダニもスゴイ。この工事をしておけ
ばシロアリ駆除を永久にしなくても良い。」と次々言
われ、契約をしなければいけない気になり、300 万
円のねずみ駆除と環境改善工事契約をしたが、実際何
の工事か分からない。

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】　ネットで検索したり、チラシやマグネット広告を見て頼んだ水回
り修理業者のトラブルは、以前広報で注意喚起をしましたが、害虫駆除業
者でも同様の相談が寄せられています。広告等では「安い」と思って業者
に来てもらったところ、思ったより費用が高額な場合や次々工事が必要と
言われ契約をしてしまうケースがあります。作業前に作業内容や料金の説
明を求めましょう。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。おかしいなと思っ
たら、すぐに加西市消費生活センターへご相談ください。
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そ の 他 の 募 集

弁護士による無料法律相談
本年度は月 1 回（おおむね第 3 木
曜日）弁護士相談を開催していま
す。今月は 7 月 19 日（木）に開催
します（事前予約制）。
場所：アスティアかさい 3 階ワークルーム
定員：9 人（一人 20 分以内）
予約開始：7/2（月）より※予約時
に相談内容をお聞きします。内容に
よってはお受けできない場合もあり
ますのでご了承ください。
予約先：ふるさと創造課☎ 42-8706

楽・笑・介（らくしょうかい）
 メンバー募集

在宅で主に認知症の
方を介護している家
族のサークルです。

『楽しく笑って介護
しよう』をモットー
に活動をしています。７月は介護して
おられる方だけでなく認知症の方等、
どなたでも参加していただけます。
日時：7/23（月）10:00 ～ 11:30
※毎月第 4 月曜日に定例会を実施
内容：作業療法士によるレクリエー
ションなど
場所：健康福祉会館
受講料：無料（申込不要）
問合先：長寿介護課☎ 42-8728

サマージャンボ宝くじは
 県内で購入を

市町村振興宝くじ（サマージャンボ）
の収益金は、住み良いまちづくりに
使われ、各都道府県の販売実績に応
じて交付されます。ぜひ、県内の宝
くじ売り場でお買い求めください。
発売期間：7/9（月）～ 8/3（金）
問合先：兵庫県市町村振興協会
☎ 078-322-1151

都市計画決定の説明会
中野・下宮木地区の都市計画決定（用
途地域・地区計画変更）に関する説
明・意見聴取を行います。
日時：7/23（月）19:30 ～
場所：南部公民館 2 階農事研修室
問合先：都市計画課☎ 42-8753

こころの健康づくりを応援
平成 31 年 3 月末までに実施のこころ
の健康づくりに関する研修会等の費用
について一定額を限度に助成します。
対象：5 年以内に本事業の補助を受け
ていない市内の団体や自治会、事業所な
ど（※他の助成金等を利用時は対象外）
助成額：上限 15 万円
※申込数と実績額により金額を決定
申込先：健康課☎ 42-8723

人権問題文芸作品「のじぎ
 く文芸賞」募集

人権の大切さや思いやり、支え合う
ことの素晴らしさなど、人権文化の
創造や人権課題の解決に関する内容
が描かれた文芸作品を募集します。
対象作品：小説、随筆（手記・作文）、
詩、創作童話※字数制限あり
応募資格：県内在住、在勤、在学の
方で、インターネット上を含む未発
表・未投稿の自作に限る。
募集期間：9/10（月）まで
問合先：（公財）兵庫県人権啓発協
会☎ 078-242-5355

加西市開発調整条例の改正
加西市の現状と実態を考慮し、より
良い土地活用の促進を目的に条例の
改正を行いました。（平成３０年７
月１日から施行）
主な改正内容：①露天駐車場等の手
続きの緩和②太陽光発電施設の手続き
対象面積の変更③産業団地内での開発
事業の手続き緩和④市街化区域内の開
発事業における事前説明の義務化。詳
しくは市ＨＰをご確認ください。
問合先：都市計画課☎ 42-8753　


