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広報かさい　2018.9 月号

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」
絵本の読みきかせや楽しく子育てするコツを伝授
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）
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も可）
募集期間：9/10（月）まで（参加無料）
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
●骨盤体操～産後の体を整え元気に子育て～
日時：9/10（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（9 月 3 日 9 時から受付）
●動く・こどもの館号がやってくるよ！
人形劇やふれあい遊びを親子で楽しみます。
日時：9/12（水）10:30 ～ 11:30
講師：こどもの館「まちの子育てひろば」体験活動指導員
●レッツゴークッキング！
日時：9/21（金）10:00 ～ 13:00
講師：加西市いずみ会
メニュー：カレー風味チキン・サラダ・野菜スープ
持ち物：エプロン、三角巾、必要な方はおんぶひも
参加費：500 円（要申込 9/14 まで）
●みんなで運動会ごっこ！
抱っこの赤ちゃんから参加できます。みんな来てね！
日時：10/10（水）10:30 ～ 11:30
････････････････････････････････････････････････
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
●心を育てる簡単料理
日時：9/3（月）10:00 ～ 13:00
持ち物：エプロン、三角巾、マスク、抱っこひもやお
んぶひも（必要な方）、水筒
参加費：500 円
●ベビー & キッズマッサージ
日時：9/6（木）10:30 ～ 11:30
持ち物：バスタオル、水筒、オムツ、おしりふき
参加費：無料
●リトミック & クラフト
日時：9/10（月）10:30 ～ 11:30
持ち物：スリッパ（保護者）、上靴（子ども）、水筒
参加費：無料
････････････････････････････････････････････････
対象：0 ～ 3 歳児の親子（要申込）
申込先（場所）：愛の光こども園☎ 48-2733

 わくわく子育て情報

アスティアかさい
 ピンクリボンライトアップ

乳がんの正しい知識を広め、乳がん
検診の早期受診を推進する事などを
目的とするピンクリボン運動の一環
として、加西市および周辺市町でピ
ンクライトアップを行います。この
機会に乳がん検診を受けましょう。
場所：アスティアかさい（北条鉄道側）
日時：9/28 ～ 10/1 の 19:00 ～ 22:00
問合先：健康課☎ 42-8723

就職支援セミナー
採用者目線を知る！いろいろな立場
を経験できる面接対策講座です。
日時：9/19（水）10:00 ～ 12:00
場所：アスティアかさい 3 階集会室
講師：浜本美佐子さん（あかし地域
若者サポートステーション）
定員：先着 18 人
受講料：無料
申込先：加西市ふるさとハローワー
ク☎ 42-7600

弁護士による無料法律相談
日時：9/20（木）13:00 ～ 16:00
※毎月 1 日より事前予約を受付（休
日の場合はその翌日）。また、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。ご了承ください。
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）
予約先：ふるさと創造課☎ 42-8706

ぜんぼうキッズからのお知らせ
●運動会ごっこ（室内あそび）
日時：9/28（金）10:30 ～ 11:30
対象：ハイハイのできる方から
●ベビーマッサージ
日時：10/1（月）10:30 ～ 11:30
講師：上杉忍さん（ベビーマッサージインストラクター）
対象：4 カ月～ 1 歳 6 カ月の子とその親
定員：先着 15 組（要申込・9/10 から受付）
参加費：100 円
●「mama market」出店者を募集
日時：10/21（日）10:00 ～ 14:00
内容：フリーマーケット
　　　（育児グッズや雑貨の販売）
定数：先着 14 ブース（9/10 から受付）
････････････････････････････････････････････････
申込先（場所）：ぜんぼうキッズ（善防公民館）
☎＆ fax48-3404
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平成 29 年度消費生活相談の状況と対策
●相談件数
昨年度の相談件数は、256 件（前年度は 262 件）でしたが、
1,000 万円を超える詐欺被害もあり被害総額は増加しました。

17

募 集

期限内納付にご協力を
平成 30 年度国民健康保険税 3 期の
納期限は 10 月 1 日（月）です。
問合先：税務課☎ 42-8712

緑のカーテンコンテスト
 参加者募集！

夏場の節電、CO2 削減、
暑気対策として、「緑の
カーテン」の写真を募
集します。播磨圏域連
携中枢都市圏事業とし
て、加西市を含む播磨
圏域 8 市 8 町から募集します。詳
しくはお問い合わせください。
応募対象：個人部門、団体部門、幼
稚園・保育園部門、公共部門
応募方法：取り組みレポートと写真

（10 枚まで）を提出
募集期間：9/28（金）必着
申込・問合先：〒 670-8501　姫路
市安田四丁目 1 番地　姫路市環境
政策室「緑のカーテンコンテスト」
係☎ 079-221-2468

防衛省自衛官募集
種目：防衛大学校学生、防衛医科大
学校医学科学生、防衛医科大学校看
護学科学生
資 格： 平 成 31 年 4 月 1 日 時 点 で
18 歳以上 21 歳未満の高等学校ま
たは高専 3 年次修了者（見込含）
受付期間：9/5（水）～ 28（金）
問合先：自衛隊兵庫地方協力本部・
青野原分駐所☎ 0794-66-7959

市民講座 終活シリーズ
 第3回 遺言書の書き方

遺言書を残して、残された家族のト
ラブルを防ぎましょう！
日時：9/19（水）13:30 ～
場所：アスティアかさい 3 階集会室
講師：藤原友美さん（司法書士）
定員：先着 30 名（要予約）
※ 9/3 より受付開始
受講料：無料
申込先：ふるさと創造課☎ 42-8706

平成 30 年住宅・土地統計調査
この調査は、昭和 23 年から 5 年毎
に行われ、全国約 370 万世帯、加
西市では約 2,200 世帯の方々を対
象とした調査です。世帯の居住状
況、世帯の保有する住宅土地の実態
を調査し、住生活関連施策の基礎資
料を得ることを目的としています。
9 月上旬から 10 月上旬にかけて統
計調査員が伺いましたら、調査票へ
の記入またはインターネットでの回
答をお願いします。
問合先：総務課 42-8702

中退共の退職金制度について
「中退共」は国の制度な
ので、安心・確実に国
の助成を受けられます。
詳しくはホームページ
をご覧ください。①新
規加入や掛金月額を増
額する場合、掛金の一部を国が助成
②社外積立で、管理も簡単③パート
や家族従業員も加入できます。ま
た、加西市では中退共制度を利用さ
れた場合、共済掛金の一部を申請に
より補助しています。産業振興課で
受け付けていますので、制度ご利用
の事業者さまはお忘れなく。
問合先：（独）勤労者退職金共済機
構☎ 03-6907-1234　
産業振興課☎ 42-8740

消費税軽減税率制度説明会 
 を開催します。

日時：9/11（火）15:00 ～ 16:00
場所：加東市社公民館 2 階研修室（加
東市木梨 1134-60）
定員：180 名（事前申込不要）
問合先：社税務署法人課税第一部門
☎ 0795-42-8263

●事例別
インターネット通販やアダルトサイト、架空請求のトラブルが多く、全体
の約 4 分の 1 を占めています。また、はじめは水回りの修理だけだった
のに、気づけば次々に契約をさせられるという事例も多く、要注意です。
●年代別
50 歳代、60 歳代の相談件数が増加。インターネット通販や、米の買い
取りトラブルが多いです。70 歳代の相談件数も依然として多く、高齢者
がターゲットとなっています。一方、30 歳代の相談件数が減少していま
すが、これはこの年代に多いアダルトサイトや出会い系サイトの手口がよ
く知られ、トラブルを未然に防ぐことができているためと思われます。
●本年度流行の兆しのある事例
パソコン操作中に『危険』と警告表示が出て、あわてて電話したところソ
フトをインストールされ代金を請求される、という事例に注意が必要です。
また、携帯電話のＳＭＳ機能を利用した架空請求の事例も出てきています。
●相談先
あわてて料金を支払う前に、まずはご相談ください。支払ってしまったお
金でも、取り返せる場合もあります。
加西市消費生活センター　42-8739（花咲く）平日 9:00 ～ 16:30


