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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：1/11（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

●伝承遊び

みんなで昔懐かしい伝承遊びをします。

製作遊びもするよ。みんな来てね！

日時：1/18（金）10:30 ～ 11:30

●骨盤体操～産後の体を整え元気に子育て～

日時：1/28（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（1/7（月）9:00 ～受付）

●豆まき会

「鬼は外、福は内！」一緒に豆まきを楽しみましょう。

ふれあい遊び、製作遊びもします。

日時：2/1（金）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

●ベビー＆キッズマッサージ　

日時：1/17（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：1/28（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：1/29（火）10:30 ～ 11:00

････････････････････････････････････････････････

対象：0 ～ 3 歳児の親子（要申込）　    参加費：無料

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（鉄棒・平均台・マットなど）

日時：1/21（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：1/7（月）から

●すくすく子育て Q ＆ A

～保健師・栄養士からのワンポイントアドバイス～

日時：1/29（火）10:30 ～ 11:30

講師：健康課職員（保健師・管理栄養士）

････････････････････････････････････････････････

申込先（場所）：ぜんぼうキッズ（善防公民館）

☎＆ fax48-3404

加西市配食サービス事業に

 興味・関心のある方へ

配食サービス事業における提供量と

利用者の選択の幅を増やすため、加

西市では、平成31 年度より民間配食

事業者等との連携・協力体制を構築

したいと考えています。ついては、配

食サービス事業に興味・関心のある

事業者等は、説明会へお越しくださ

い（要申込）。

日時：1/18（金）15:00 ～16:30

場所：アスティアかさい集会室

内容：平成31 年度加西市配食サー

ビス事業説明会（加西市登録配食事

業者、加西市配食サービス助成事業

等について）

申込先：長寿介護課☎42-8728

善防園で薪を販売します

利用者と支援員で玉切りした丸木を

薪にしました。1 月 4 日（金）から

予約を開始し、軽トラック荷台の平

積みで 15,000 円にて販売します。

この機会にお買い求めください。

問合先：加西市立善防園☎48-3999

全国農業新聞を購読して

 みませんか

全国農業新聞は、農業者の公的代表

機関である農業委員会系統組織が発

行する週刊の農業総合専門紙です。

発行：毎週金曜日

購読料：月額 700 円（送料・税込）

問合先：農業委員会☎ 42-8782

うれしの学園生涯大学学友会

 加西支部「ふれあい作品展」

絵画、書道、写真、陶芸、木彫、園

芸、手芸などを展示します。

日時：1/25（金）13:00 ～ 17:00

26（土）9:00 ～ 17:00

27（日）9:00 ～ 16:00

場所：アスティアかさい交流プラザ

問合先：同会（荒木）☎ 43-0603 就職支援セミナー

アピール度 130％、物を言う応募

書類の書き方

日時：1/16（水）10:00 ～ 12:00

場所：アスティアかさい 3 階集会室

講師：中本渉さん（キャリアコンサ

ルタント）

定員：先着 20 名（受講無料）

申込先：加西市ふるさとハローワー

ク☎ 42-7600
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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：1/21（月）14:00 ～

場所：市役所 1 階多目的ホール

問合先：教育総務課☎ 42-8770

期限内納付にご協力を

平成 30 年度市県民税 4 期、国民健

康保険税 7 期の納期限は 1 月 31 日

（木）です。

問合先：税務課☎ 42-8712

言葉巧みな布団の訪問販売に注意！！

【事例】

　突然「布団を見せてほしい」と男性が訪問してきた。家に上がり「汚れ

ているし体に悪いので新しく購入したほうが良い。新しい布団もこのまま

にしていたら湿気るからカバーをかけておいた方がよい」と布団とカバー

をしつこく勧めてきた。断ろうと思ったが、強引で話も次々されるし、「月々

１万円の支払いだから大丈夫」と言われ、承諾をしてしまった。クレジッ

ト会社の書類を書くときに初めて、総額が約 40 万円と高額であることを

知った。解約したい。

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  188（局番なし）

（平日 9:00 ～ 17:00、土日祝 10:00 ～ 16:00）

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】

　高額な契約をさせられる、布団の訪問販売の相談が後を絶ちません。ド

アを開ける前に訪問者や用件をよく確認し、必要なければきっぱり断り、

事業者を家の中に入れないことが大切です。一人では対応せず、家族や近

所の人など周囲の人に同席してもらうようにしましょう。相手のペースに

引き込まれないことが肝心です。家族や周囲の人も、高齢者の家に不審な

訪問者が来ていないか、家の中に不要な品物や契約書がないかなど、日ご

ろから気を配りましょう。

　契約しても、クーリングオフや契約の取消ができる場合があります。

自動交付機停止のお知らせ

メンテナンスのため、住民票、印鑑

登録証明書、税証明の自動交付機を

下記のとおり停止させていただきま

す。ご不便をおかけして申し訳あり

ませんが、ご理解とご協力をお願い

します。

停止日時：1/22（火）

市役所正面玄関 13:00 ～ 14:30

アスティアかさい 3 階 15:00 ～ 16:30

問合先：市民課☎ 42-8720

婦人相談員を 1 名募集

職務内容：DV 被害者等からの相談

業務（電話・面接）や母子・父子自

立支援員や家庭相談員と母子の自立

に向けた案内や児童虐待への対応等

応募資格：普通自動車免許を有し、

次のいずれかに該当する方

①婦人相談員、女性問題相談員、母

子・父子自立支援員、家庭児童相談

員としての実務経験がある方

②保健師・臨床心理士・精神保健福

祉士・社会福祉士または教員の資格

を有する方等

勤務時間：月～金曜日（週５日）の

8:30 ～ 17:15 ※日額 10,320 円

採用日：H31.4/1 

募集期間：2/15 まで（必着）

応募方法：①市販の履歴書（手書き）

②職務経歴書（A4、様式枚数自由）

を持参または郵送　

※後日、面接日をご連絡します。

応募先：〒 675-2395（住所表記不

要）地域福祉課☎ 42-8709

日本年金機構からのお知らせ

日本年金機構では全国の年金事務所

等で、年金相談や年金請求手続きの

「予約相談」を実施しています。待

ち時間の少ない、「予約相談」をぜ

ひご利用ください。予約専用受付電

話 0570-05-4890 で予約相談を受

付しています。※お近くの年金事務

所でも予約を受付しています。

かさい創業塾

創業を予定してい

る方などを対象に、

創業の基礎知識と

ビジネスプランの

立て方、計画的な資

金調達等を分かり

やすく説明します。

また、受講者を対象に別日程で個別

相談会を行いますので、希望者はお

申し込みください。

日時：1/19（土）、26（土）10:00 ～17:00

場所：加西商工会議所 会議室

講師：細川祐三さん（中小企業診断

士）ほか

対象：創業を検討中の方、準備を進

めている方、創業されて間もない

方、創業しているが経営に関する知

識を習得したい方（会社員・主婦・

学生、市外の方も参加可能）

定員：先着15 人　　受講料：無料

申込先：加西商工会議所☎42-0416

廃食用油回収 BOX の移転

平成30 年12 月より、旧JA 西在田支

店玄関前の廃食用油回収ボックスを

移転しました。

移転先：西在田幼稚園駐車場ゴミ

ターミナル

移転の時期：平成30 年12 月から

回収方法：常設

問合先：環境課☎42-8716


