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加西市定例教育委員会
どなたでも傍聴できます。
日時：8/22（水）14:00 ～
場所：市役所 5 階大会議室
問合先：教育総務課☎ 42-8770

個人事業税の納付をお忘れなく
平成 30 年度個人事業税の納期限は、
第 1 期分 8 月 31 日（金）、
第 2 期分 11 月 30 日（金）
です。納税は便利な口座
振替をご利用ください。
問合先：北播磨県民局加
東県税事務所
☎ 0795-42-5111

テレビ受信対策工事について
9 月 20 日（予定）から携帯電話の
新しい電波の利用が開始されること
に伴い、テレビの映像が乱れる可能
性があります。影響が予想される地
域には、（一社）700MHz 利用推進
協会（総務省の認定を受けた携帯電
話事業者 4 社が設立した団体）の担
当者が直接訪問・対策作業を行うこ
とがありますが、作業に費用はかか
りません。また、不審に思ったとき
は、身分証の提示を求めてください。
問合先：700MHz テレビ受信障害対
策コールセンター☎ 0120-700-012
※ IP 電話等でつながらない場合は、
☎ 050-3786-0700（受付時間：9:00
～ 22:00）

赤十字救急法の講習会
日時：8/20（月）13:30 ～ 15:30
場所：健康福祉会館 2 階研修室 1
内容：急病の手当（手当の基本・心
臓発作・脳卒中・腹痛・熱中症等）
講師：日本赤十字社兵庫県支部指導員
参加費：無料（8/15 までに要申込）
申込・問合先：福祉企画課☎ 42-8724

2019年　加西市成人式
日時：H31.1/13（日）13:00 ～
受付 12:30
場所：市民会館文化ホール
※市外へ転出された方も参加できま
すので、当日会場へお越しください。
問合先：ふるさと創造課☎ 42-8706

ぜんぼうキッズからのお知らせ
●親子ドンドン体操
日時：8/20（月）、9/3（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 ～ H28.3 月生まれの子どもとその親
定員：先着 20 組　　募集期間：8/6（月）～
●簡単おもてなし寿司を作ってみよう
日時：8/31（金）10:00 ～ 13:00
講師：加西市いずみ会
定員：15 組（申込要）　　参加費：500 円
●子どもと絵本を楽しもう～はじめての絵本～
日時：9/6（木）10:30 ～ 11:30
講師：加西市立図書館職員　　対象：０・１歳
････････････････････････････････････････････････
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「笑顔が増える環境づくり」
日時：9/13（木）10:00 ～ 11:30
場所：アスティアかさい３階　集会室
講師：こども未来課職員（幼稚園教諭）
内容：絵本の読みきかせや楽しく子育てするコツの伝授
対象：ファミサポ会員・子育て中の保護者
定員：20 人（こどもと一緒に受講可能）
参加費：無料
募集期間：9/10（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
●いろいろ水遊び
日時：8/3（金）10:30 ～ 11:30
持ち物：水着または濡れても良い服装、水遊び用の紙
パンツ（おむつが取れていない子）、タオル、飲み物
●親子で笑顔になろう
日時：8/8（水）10:30 ～ 11:30
講師：森脇登志子さん
●リトミック教室
日時：9/7（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
････････････････････････････････････････････････
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
●ベビー＆キッズマッサージ　
日時：8/2（木）10:30 ～ 11:30
持ち物：バスタオル、水筒、オムツ、おしりふき　
●リトミック＆クラフト
日時：8/20（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：8/28（火）10:30 ～ 11:00
････････････････････････････････････････････････
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

 わくわく子育て情報
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オンラインゲームで高額請求！！遊ぶ前に親子でルール作りを！
【事例】クレジットカードの請求を確認すると、28 万円もの高額な請求
があることがわかった。小学生の息子がオンラインゲー
ムで有料コインを購入したらしい。一度、オンライン
ゲームの登録に 700 円が必要だと頼まれ、決済のため
に母親のクレジットカード番号を入力した。その後、
そのクレジットカードで有料アイテムを次々買ったよ
うだ。息子は「ゲーム内でコインを買うときに難しい
操作はなく、簡単に買えた。」と言っている。

【解説】夏休み、スマホやタブレット等でオンラインゲームをする機会も
増えると思います。クレジット決済のために親が入力したクレジットカー
ド番号が有効になっていて、子どもが自分で番号を入力しなくても、オン
ラインゲームにて課金ができてしまうケースなども見られます。クレジッ
トカード番号の管理には十分注意しましょう。オンラインゲームは料金体
系や決済方法が多様化しています。周りの大人はオンラインゲームの仕組
みについて理解し、ゲームの遊び方やルールについて、子どもと決めてお
くようにしましょう。子どもがした今回のような取引は、お金が返ってく
る場合もあります。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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募 集

ビジネススクール「COCOKARA カレッジ」生徒募集

募集人数：5 名程度（9 月初旬に面接を実施）
応募条件：18 歳以上で、起業に意欲のある方
募集期間：8/24（金）まで
受講料：15,000 円（共通経費・消耗品費など）
開校期間：9 月中旬から H31 年 3 月までの 7 カ月間
内容：月 2 回程度のホームルーム、セミナー、実習（2 カ月程度）など
申込：申込用紙をダウンロードしてメール
問合・申込先：ココカラ　830cocokara@gmail.com

COCOKARA カレッジは、近い将来レストランやカフェの開業を目指す
方を対象に、経営やおもてなし、創業計画に関するセミナーや店舗を使っ
た実習が行えるビジネススクールです。現在、生徒を募集しています。 県立神戸高等技術専門学院

 入校生募集
10 月からの入校生を募集します。
対象者：18 歳以上の求職者（新規
学卒者を除く）
募集コース：福祉調理（授業料無料）
募集期間：8/1（水）～ 8/31（金）
試験日：9/6（木）
問合先：兵庫県立神戸高等技術専門
学院☎ 078-794-6630

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)募集

勤務時間：平日 8:30 ～ 18:30
※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

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。

放送大学 10 月生募集
放送大学はテレビ等の放送やイン
ターネットを利用して授業を行う通
信制の大学です。心理学・福祉・経済・
歴史などさまざまな分野を学べます。
募集期間：8/31（金）まで
問合先：放送大学姫路サテライトス
ペース☎ 079-284-5788

平成31年度採用・北はりま
 消防組合消防職員募集

募集人数：7 人
一次試験日：9/16（日）
場所：西脇消防署
内容：筆記試験・体力検定
申込期限：8/8（水）まで
詳しくは、ホームページや各消防署
にある試験案内をご覧ください。
問合先：北はりま消防本部・総務課
☎ 0795-27-8119

期限内納付にご協力を
平成 30 年度市県民税 2 期、国民健康保
険税 2 期の納期限は 8 月 31 日（金）です。
問合先：税務課☎ 42-8712

終活シリーズ第2回市民講座
 エンディングノートの書き方

エンディングノートは、相続を円滑
に行うため、自らの人生を振り返
り、公的手続きや財産等の扱いにつ
いて事前に記しておくものです。
日時：8/24（金）13:30 ～
場所：アスティアかさい 3 階集会室
講師：濵本光由さん（行政書士）
定員：40 名（要予約・無料） 
※筆記用具を持参
申込 ･ 問合先：ふるさと創造課☎ 42-8706


