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広報かさい　2018.11 月号

ファミリーサポートクラブからのお知らせ
●講習会「成長を促すこどもの上手な叱り方」
～子どもを「怒る」と「叱る」の違いと効果的な叱り
方について！～
日時：11/26（月）10:00 ～ 11:30
場所：アスティアかさい３階　集会室
講師：NPO 法人マザーズサポーター協会 内田潮路さん
対象：ファミサポ会員・子育て中の保護者
定員：30 人（参加無料）
託児：先着 5 人（無料）　※要予約
募集期間：11/19（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
●母と子のリトミック教室
日時：11/9（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：11/12（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
募集開始：11/5（月）9:00 ～
●レッツゴークッキング
日時：11/16（金）10:00 ～ 13:00
講師：加西市いずみ会
メニュー：鮭のホイル焼き、彩りサラダ、あえもの、デ
ザート
持ち物：参加費 500 円、エプロン、三角巾、お茶、
必要な方はおんぶひも※要申込（11/13 締切）
････････････････････････････････････････････････
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：11/5（月）10:00 ～ 13:00　参加費：500 円
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
●アイキスポーツ
日時：11/19（月）2･3 歳 10:30 ～ 11:20
0･1 歳 11:30 ～ 12:00
持ち物：スリッパ（大人のみ）、水筒　参加費：無料
●リトミック & クラフト
日時：11/26（月）10:30 ～ 11:30　参加費：無料
持ち物：スリッパ（保護者）、上靴（子ども）、水筒
････････････････････････････････････････････････
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： 11/19（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
募集開始：11/5（月）～
●「幼児園・こども園ってどんなところ？」
日時：11/20（火）10:30 ～ 11:30
講師：こども未来課職員（幼稚園教諭）
内容：集団生活を始める前に聞いておきたいこと
●わくわくクリスマス会
日時：12/7（金）10:30 ～ 11:30
内容：ハンドベルやクリスマスのお話など
････････････････････････････････････････････････
申込先（場所）：ぜんぼうキッズ（善防公民館）
☎＆ fax48-3404

都市計画の決定について
平成 30 年 10 月 16 日付で次のと
おり東播都市計画が決定されまし
た。決定された図書については、都
市計画課で縦覧できます。
中野・下宮木地区
用途地域：第 1 種および第 2 種住
居地域の一部を工業地域に変更
地区計画：中野地区地区計画を変更
問合先：都市計画課☎ 42-8753

加西市民会館コミュニティ
 センター休館のお知らせ

加西市民会館は平成 31 年度より耐
震改修工事を実施します。ご迷惑を
おかけしますが、次の期間はコミュ
ニティセンターを休館します。文化
ホールはご利用いただけます。
休館予定期間：H31.5/16（木）～
H32.9/30（水）
問合先：文化・観光・スポーツ課☎ 42-8773

北播磨地域障害者
 合同就職面接会

日時：12/6（木）14:00 ～ 15:30
場所：小野市うるおい
交流館エクラ（小野市
中島町 72）
対象：障がいのある方
参加企業：10 社程度
問合先：ハローワーク西脇
☎ 0795-22-3181
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総合消費料金や特定消費料金の訴訟最終告知のハガキは無視！

問合先：加西市消費生活センター（平日 9:00 ～ 16:30）☎ 42-8739

　加西市内で「総合消費料金」または「特定消費料金」訴訟最終告知のお
知らせと書かれたハガキが、多数送られています。
行政機関等を装い、「未納料金の訴訟最終告知」等と書かれたハガキが自
宅に届き、文面に「訴訟」「差し押さえ」などと法律用語を使って不安を
あおり、ハガキに記載のある連絡先に電話をかけさせようとするもので
す。連絡をするとお金を要求されたり、電話番号等の個人情報を知られて
しまったりするケースもあります。
　訴訟取り下げ期日がすぐになっていますが、焦らず、こ
のようなハガキが届いても、決して連絡しないでください。
　ご家族やご近所の方、お知り合いの方などにもお知らせ
いただき、架空請求ハガキによる被害から皆で身を守りま
しょう。
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期限内納付にご協力を
平成 30 年国民健康保険税 5 期の納
期限は 11 月 30 日（金）です。
問合先：税務課☎ 42-8712

知的障がい者・児　福祉相談会
日時：11/6（火）10:00 ～ 12:00
場所：健康福祉会館ふれあいの間①
問合先：地域福祉課☎ 42-872512月1日は世界エイズデー

エイズは、HIV 感染の早期発見、早
期治療の開始・継続により発症を防
ぐことができ、感染していない人と
同等の生活を送ることが期待できる
ようになりました。感染が心配だと
思ったときは検査を受けましょう。
検査機関：加東健康福祉事務所
実施日：毎月第 1・3 木曜日 13:30
～ 14:10（予約制）
問合先：同事務所健康管理課
☎ 0795-42-9436

県立障害者高等技術専門学
 院オープンキャンパス

日時：12/9（日）9:30 ～ 16:00
対象 ･ 学科：身体障がい者（ビジネス
事務科、情報サービス科、ものづくり科）
申込：申込用紙（ホームページ）を
記入の上、FAX または郵送
募集期間：11/1（木）～ 11/30（金）
申込先：〒 651-2134　神戸市西区
曙町 1070　兵庫県立障害者高等技
術専門学院　☎ 078-927-3230
fax078-928-5512

狩猟解禁に伴う事故防止
11 月 15 日から平成 31 年 2 月 15
日（シカ・イノシシは 31 年 3 月 15
日まで延長）の間、狩猟が解禁にな
ります。狩猟は、個人的な趣味とし
て楽しむことの他に鳥獣の個体数調
整を通じて農林業被害を防止する役
割もあります。ご理解をいただき、
事故防止にご協力をお願いします。
●入山者（ハイカー）の皆さんへ
①黄色などの目立つ服装を心がけて
ください。白色タオルはシカと間違
えられやすいため、使用を控えてく
ださい。②休日は狩猟者が集中しま
すので、注意してください。③「わ
な」は危険ですので、設置の看板が
ある場所へ近づかないでください。
問合先：農政課☎ 42-8741

（難病）医療・生活相談会
難病に悩まれる方々を対象に専門
医等による病気や治療などの講話
や日常生活に関する相談会です。
申込不要。
日時：11/18（日）13:00 ～ 16:00
場所：コミュニティセンターおの

（小野市王子町 806-1）
内容：パーキンソン病、リハビリ
相談、腎臓病、就労相談、生活・福祉・
介護相談、歯科相談、神経系疾患

（ALS・脊髄小脳変性症・多系統萎
縮症・重症筋無力症・筋ジストロ
フィー他）、心臓病、後縦靭帯骨化
症、免疫系疾患（膠原病・リウマチ・
ベーチェット病他）、肝臓病、潰瘍
性大腸炎・クローン病
問合先：兵庫県難病団体連絡協議会
☎ 078-322-1878
加東健康福祉事務所地域保健課
☎ 0795-42-5111

加西市臨時職員を募集
職種：調理員（学校給食センター）
勤務時間：①8:30～15:30②13:30
～15:30（週5日）
※長期休業中（夏休み等）は、除く。
時給：920 円（調理師または栄養
士の資格有） 890 円（同資格無）
※①通勤手当、社会保険完備、有給
休暇有 ②通勤手当、有給休暇有
申込：市販の履歴書を持参または郵送
受付期間：11/20（火） 必着
面接：別途連絡します。
申込先：〒 675-2395（住所表記不
要）教育総務課 ☎ 42-8770

クラウドファンディング
 にご支援を！

北条旧市街地に、播磨農高生がプ
ロデュースするレストランが来年 3
月オープン予定です。高校生の夢の
実現を支援する市民団体（はりまの
ちっちゃな台所サポート委員会）が
資金の一部を集めるため、クラウド
ファンディングを実施します。
期間：11/1（木）～ 12/31（月）
URL：https://faavo.jp/hyogo/
project/3205（FAAVO 兵庫）
問合先：ふるさと創造課☎ 42-8706


