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ファミリーサポートクラブからのお知らせ
●講習会「感染しないための 3 つの基本」
～感染しないために気をつけること！家族への感染を
防ぐ方法～
日時：10/12（金）10:00 ～ 11:30
場所：アスティアかさい 3 階　集会室
講師：加西病院　岸本達希さん（感染管理認定看護師）
対象：ファミサポ会員・子育て中の保護者
定員：20 人（参加無料）
託児：あり（無料、要予約、先着 5 人）
募集期間：10/9（火）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
●母と子のリトミック教室
日時：10/12（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
●骨盤体操～産後の体を整え元気に子育て～
日時：10/15（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（10/1（月）9:00 ～受付）
●高校生と遊ぼう
日時：10/24（水）10:30 ～ 11:30
北条高校生と一緒にお楽しみ会をします。
●子どもと絵本を楽しもう～楽しい絵本の読み聞かせ～
日時：11/1（木）10:30 ～ 11:30
講師：図書館職員
対象：主に 2・3 歳
････････････････････････････････････････････････
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：10/11（木）10:30 ～ 11:30
持ち物：バスタオル、水筒、オムツ、おしりふき
●こどもの館号がやってくる♪
日時：10/17（水）10:30 ～ 11:30
持ち物：スリッパ（保護者）、上靴（子ども）、水筒
●リトミック & クラフト
日時：10/29（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
ぜんぼうキッズからのお知らせ
●親子ドンドン体操
日時：10/15（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：10/1（月）～
● mama market（フリーマーケット）
日時：10/21（日）10:00 ～ 14:00
内容：育児グッズや雑貨の販売
※善防公民館まつりと同時開催
●秋のおたのしみ会
日時：11/5（月）10:30 ～ 11:30
内容：人形劇とコーナーあそび
････････････････････････････････････････････････
申込先（場所）：ぜんぼうキッズ（善防公民館）
☎＆ fax48-3404

ハロウィンジャンボ宝くじ
 は県内で購入を

宝くじの売上金の約 4 割は、住み
良いまちづくりに使われています。
売上金は、各都道府県の販売実績等
に応じて交付されます。ぜひ県内の
宝くじ売り場でご購入ください。
販売期間：10/1（月）～ 23（火）
抽選日：10/30（火）
問合先：（公財）兵庫県市町村振興
協会☎ 078-322-1151

労働・年金等、社会保険労
 務士による無料相談会

各種年金、社会保険、労働保険、労
務管理相談、成年後見制度など、ご
相談ください。予約不要。
日時：11/3（土）10:00 ～ 16:00
場所：イオンモール加西北条 2 階
コスモスコート
問合先：兵庫県社会保険労務士会西
脇支部（仁科）☎ 090-1157-1286

ミニ就職面接会を開催
日時：10/19（金）13:30 ～ 15:30
場所：アスティアかさい 3 階集会室
問合先：ハローワーク西脇☎ 0795-
22-3181

期限内納付にご協力を
平成 30 年度市県民税 3 期、国民健
康保険税 4 期の納期限は 10 月 31
日（水）です。
問合先：税務課☎ 42-8712
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6 ～ 9月分の児童手当の
 支給日は 10月10日（水）

入金は、通帳記帳などでご確認くだ
さい。申請の時期によっては、振込
日が変わることがあります。現況届
を提出されていない方は、至急提出
してください。
問合先：地域福祉課☎ 42-8709

インターネットオークション
市税滞納者から差し押さえた動産を
ウェブ上で公売するインターネット
オークションを開催します。詳しくは
市ホームページをご覧ください。
参加申込：10/15（月）23:00 まで
せ り 期 間：10/22（ 月 ）13:00 ～
10/24（水）23:00 まで
●動産の下見会について
下見会場は設営しません。興味のあ
る物件や質問等ありましたら、下記
までお問い合わせください。
問合先：税務課☎ 42-8714

女性の健康づくりセミナー
女性の心と体は、妊娠・出産・更年期
などホルモンのバランスにより変化
します。セミナーでは、身体の特徴や
生じやすいトラブル、病気などの解説
やヨガも実施します。託児サービス（先
着 20 人・要予約）もあるので、子育
て中のママもぜひご参加ください。
日時：10/30（火）13:00 ～ 15:15
※受付 13:00 ～
場所：健康福祉会館 2 階研修室 1・2
講師：井上千秋助産師（いのうえ助産院）
対象・定員：女性 50 人（先着順）
参加費：無料
持ち物：筆記用具、飲み物、タオル、
バスタオルまたはヨガマット
申込先：健康課☎ 42-8723

宅配便業者をかたる SMS（ショートメッセージ）にご注意を！
【事例】宅配便業者から携帯電話に SMS（ショートメッ
セージ）が届いた。そこには、「お客さま宛にお荷物
のお届けにあがりましたが、不在のため持ち帰りまし
た。下記よりご確認ください。」と書いてあり、URL
が記載されていた。画面に従ってアプリをインストー
ルしたところ、翌月に高額な利用料金を請求された。

【解説】今回の事例は、宅配便業者をかたり、偽サイトに誘導し不審なア
プリをインストールさせ、身に覚えのない請求を決済させたり、自分のス
マートフォンから不特定多数（自分のアドレス帳にない宛先）に向けて「宅
配業者をかたる SMS」を送信させたりする手口です。宅配便業者をかた
る SMS を受信しても、記載されている URL をタップしないでください。
記載されている URL をタップすると、偽サイトに誘導されます。本物そっ
くりに作られており、一見しただけでは偽サイトとわかりません。宅配便
業者のサービスセンターへ直接問い合わせる等をし、返信やタップ・ダウ
ンロードはしないようにしましょう。振り込め詐欺・架空請求詐欺の手口
は、さまざまあり、気を付けていてもだまされる事があります。詐欺に遭
わないために、手口を知りましょう。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。

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。

農用地区域の除外申請を受付
住宅の建築など、緊急かつ具体的計画
のある土地利用案件について、加西農
業振興地域整備計画に係る農用地区
域からの除外申請を受け付けます。
受付期間：10/1（月）～ 22（月）
※土・日・祝日を除く。
受付場所：農政課☎ 42-8718

介護就職デイのお知らせ
介護事業者に、特化した就職面接会
を開催します。興味をお持ちの方は、
ぜひお越しください。
日時：11/12（月）13:30 ～ 15:30
※受付 13:00 ～ 14:30
場所：健康福祉会館大会議室
対象者：介護施設等への応募希望が
ある一般求職者（相談希望のみも可）
参加事業所：北播磨地域の事業所

（30 社程度の予定）
問合先：ハローワーク西脇☎ 0795-
22-3181

平成29年度教育委員会
 点検評価を公表

教育委員会の事務の点検および評価
を行い、その結果を報告書にまと
め、市ホームページで公表していま
すので、ご覧ください。
問合先：教育総務課☎ 42-8770

兵庫県最低賃金改正
兵庫県最低賃金が、10 月 1 日から
時間額 871 円（改正前 844 円）に
改正されました。アルバイトなど、
すべての労働者に適用されます。
問合先：兵庫労働局労働基準部賃金
室☎ 078-367-9154

赤い羽根共同募金運動にご協力を
10 月 1 日から 6 カ月間にわたって、

「助け合い広がるつながる赤い羽
根」をスローガンに、共同募金運動
が全国的に展開されます。募金は、
小地域福祉活動、老人福祉活動、障
がい者福祉活動、児童・青少年福祉
活動、福祉育成・援助活動、ボラン
ティア活動育成事業等、地域福祉推
進のため配分しています。皆さまの
ご協力をお願いします。
問合先：社会福祉協議会☎ 42-8888


