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期限内納付にご協力を
平成 30 年度固定資産税 4 期、国民
健康保険税 8 期の納期限は 2 月 28
日（木）です。
問合先：税務課☎ 42-8712

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：2/8（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：2/25（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（2/4（月）9:00 から受付）
●ひなまつり会
日時：3/1（金）10:30 ～ 11:30
みつばちマザーズのハンドベル演奏やふれあい遊び、
製作遊びなどを楽しみます。
････････････････････････････････････････････････
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：2/7（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：2/18（月）10:30 ～ 11:30
持ち物：スリッパ、上靴、水筒　
●アイキスポーツ☆楽しく体を動かそう！
日時：2/25（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
････････････････････････････････････････････････
対象：0 ～ 3 歳児の親子（要申込、参加無料）
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
●親子わくわく音あそび
日時：2/12（火）10:30 ～ 11:30
講師：大﨑孝美さん（兵庫県認定音楽療法士）
●親子ドンドン体操（マット・鉄棒など）
日時：2/18（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：2/4（月）から
････････････････････････････････････････････････
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
●親子でピラティス体験
日時：2/17（日）13:30 ～ 14:30
場所：アスティアかさい３階　ﾗｲﾄｽﾎﾟｰﾂｽﾀｼﾞｵ
講師：HARUKO さん
内容：ストレッチで身体の矯正と健康な体作り
対象：ファミサポ会員・子育て中の保護者
定員：親子 10 組（大人ひとりの参加も歓迎）
参加費：無料　　持ち物：ヨガマット・飲み物
募集期間：2/12（火）まで
申込先：ファミリーサポートクラブ　☎ 42-0111

農業者年金に加入しませんか
農業者年金は、農業者のための公的
年金です。国民年金第 1 号被保険者
で、年間 60 日以上農業に従事して
いる 60 歳未満の方ならどなたでも
加入することができます。
問合先：農業委員会事務局☎ 42-8782

テレビ受信対策工事について
携帯電話の新しい電波の利用開始
に伴い、3 月 14 日（予定）から試
験電波が発射されるためテレビの映
像が乱れる場合があります。影響が
予想される地域に（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）の担当者が訪問・対策作業を行
うことがあります。作業に費用はか
かりません。また、不審に思った際
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）

あったか介護相談員の募集
活動：介護施設等を訪問（月 2 回程
度）し、利用者の相談に応じたり、
施設職員と意見交換したりします。
応募資格：次の①～③を満たす方
①市内在住で介護の経験または介護
への理解と熱意がある方
②活動前に８時間程度の養成研修が
受講可能（受講無料）な方
※介護支援専門員、介護福祉士、ヘ
ルパー 1・２級等の資格をお持ちの
方は未修部分のみの受講で可
③年 3 回程度の会議に参加できる方
任期：2年（2019.4/1～2021.3.31）
活動費：1,000円/1回（交通費程度）
問合先：長寿介護課☎ 42-8728
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出逢いイベント　～趣味婚＠登山体験～
きれいな景色を一緒に見よう。加西アルプス善防山中腹までの体験コース
だから初心者も安心です。
日時：2/17（日）10:00 ～ 15:00（受付 9:30 ～）
場所：西笠原市民農園交流館（加西市西笠原町 178-36）
募集：25 ～ 40 歳の独身の方　男女各 15 名
参加費：男性 3.000 円、女性 2,000 円　（昼食付）
※締切後のキャンセルは、キャンセル料が発生します。
※市内在住者 500 円 OFF
※加西市出逢いサポ―トセンター登録者は 1,000 円 OFF
申込方法：①住所②氏名（ふりがな）③生年月日④電話番号⑤メールアド
レスを記入の上、kasaideaisapo@gmail.com まで申し込んでください。
締め切り：2/10（日）

東播都市計画地区計画の縦覧
内容：「東高室地区地区計画」の決
定素案
期間：2/18（月）～3/4（月）まで
閲覧場所：都市計画課（平日 8:30
～ 17:15）縦覧期間中は参考図書を
市 WEB サイトに掲載します。
意見提出：縦覧期間中に閲覧場所で
所定の意見書を提出することができ
ます。提出方法については市 WEB
サイトをご覧ください。
問合先：都市計画課 ☎ 42-8753

入札参加資格登録の補充受付
平成 30・31 年度建設工事、測量・
建設コンサルタントに係る入札参加
資格登録申請の補充受付を行いま
す。詳しくは市ホームページをご覧
ください。
受 付 日 時：3/1（ 金 ） ～ 11（ 月 ）
の平日 9:00 ～ 17:00
受付場所：市役所 2 階管財課
申請書類：国土交通省（地方整備局
等）様式など
提出方法：市内・準市内業者は郵送
または持参。市外業者は郵送のみ。
※郵送の場合は 3/11 消印有効
その他：物品の製造、買入れ、売払
い、役務提供等に係る入札参加資格
審査申請書の受付は、随時行ってい
ます。
問合先：管財課☎ 42-8704

県立青雲高等学校
 入校生を募集

通信制・単位制・普通科の高校です。
対象：県内在住または在勤で義務教
育を修了した方
出願期間：2/18（月）～ 2/25（月）
※ 19・23 は除く
問合先：県立青雲高等学校（神戸市
長田区）☎ 078-641-4200

家庭児童相談員を募集
職務内容：① 18 歳未満の児童に関
する虐待、養育（不登校、非行等）、
育児などのさまざまな相談を受け必
要な助言指導、援助、情報収集 ②
所管事務についての事務補助業務
応募資格：普通自動車免許を有し、
次の㋐～㋒のいずれかに該当する方
㋐児童福祉に関する相談・指導業務
経験 2 年以上　㋑社会福祉主事や児
童福祉主事として福祉業務経験 2 年
以上　㋒精神保健福祉士、保健師、
教職員、保育士等の資格を有する人
勤務時間： 8:30 ～ 17:15（月～金）
給料：日額 10,320 円
福利厚生：社会保険・雇用保険・労
災保険
募集人数：若干名（採用日：H31.4.1）
受付期間：2/28（木）まで
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　
面接日は後日、応募者へ連絡します。
応募先：〒 675-2395（住所表記不
要）地域福祉課☎ 42-8709

市役所職員を装った還付金詐欺にご用心！！ 
【事例】市役所職員を名乗る者から「医療費の還付があるため、振込先の
口座を教えてほしい」と電話がかかってきて、答えた。今日中に手続きし
ないといけないので、携帯電話と通帳、キャッシュカードを持って ATM
へ行くよう言われ、あわてて ATM へ行った。電話でせか
され、言われるがままに ATM を操作し手続きをしたが、
還付金を受け取るつもりが、逆に振り込みをさせられてい
たことに、後になって気付いた。

【解説】市役所などの公的機関や金融機関の職員を装って、還付金がある
と偽りお金を振り込ませようとする手口です。医療費などの還付金がＡＴ
Ｍで支払われることは絶対にありません。市役所職員などが ATM の操作
を促すこともありません。確定申告をして還付金がある場合も、ATM の
操作は不要です。「お金が返ってくるので、すぐに携帯電話を持ってＡＴ
Ｍへ行くように」と言われたら、還付金詐欺です。あわてずに、加西市消
費生活センターまでご相談ください。

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  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


