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ファミリーサポートクラブ
 コーディネーターを募集

業務の内容：子育てサポートを受け
たい人のサービス調整業務や会員研
修会、会員交流会の実施など
資格：普通自動車免許を持ち、保育
士証・教員免許または看護師資格を
有する者
賃金：日額 7,680 円
勤務日数：月15 日程度
勤務時間：8:30～17:15（休憩60分）
休日：水・土曜日、祝日、年末年始
※日曜勤務、時間外、休日対応有
募集人数：１名　　採用：H31.4.1
募集期間：3/20 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、面接日を連絡します。
応募先：〒 675-2395（住所表記不
要）地域福祉課☎ 42-8709

防衛省自衛官募集
種目・資格（年齢は H32.4/1 時点）
一般幹部候補生／ 22 歳以上 26 歳
未満の方（院卒または予定者は 28
歳未満）
歯科幹部候補生／ 20 歳以上 30 歳
未満で正規の歯学の課程を修めて大
学を卒業した方
薬剤科幹部候補生／ 20 歳以上 28
歳未満で正規の薬学の課程（6 年制）
を修めて大学を卒業した方
受付期間：5/1（水）まで
問合先：自衛隊兵庫地方協力本部・
青野原分駐所☎ 0794-66-7959 家畜の飼育状況を報告して

 ください
家畜伝染病予防法により、家畜（牛、
鹿、ヤギ、馬、イノシシ、ニワト
リ、アヒルなど）の飼養者は、毎年
2 月 1 日時点の家畜の頭羽数、家畜
の衛生管理の状況を県に報告するこ
とが義務づけられています。詳しく
はお問い合わせください。
問合先：姫路家畜保健衛生所
☎ 079-240-7085

手話を学びませんか
●手話通訳者養成講座（通訳Ⅰ）
手話通訳の役割、責務等を理解し手
話通訳に必要な技術を習得します。
日時：5/9 ～ 2/13 の木曜日
全 36 回　18:45 ～ 20:45　
場所：加東市社福祉センター
対象：北播磨 5 市 1 町在住・在勤で、
手話奉仕員養成講座修了者
定員：先着 20 人
受講料：無料（テキスト代別途必要）
●手話通訳者養成講座（通訳Ⅱ）
通訳Ⅰで学んだ通訳能力や技術全体
のレベルアップを目指します。
日時：5/9 ～ 1/23 の木曜日
全 34 回　13:30 ～ 15:30
場所：加東市社福祉センター
対象：北播磨 5 市 1 町在住・在勤で、
手話通訳者養成講座（通訳Ⅰまたは
基本講座）修了者
定員：先着 20 人
受講料：無料（テキスト代別途必要）
申込期限：4/18（木）まで
※下記まで申込書をご提出ください。
主催：北播磨意思疎通支援協会
申込先：地域福祉課☎ 42-8725
fax43-1801

テーマ：「踊る公務員と考える　人口減少社会と加西市」
ゲスト：秋田大介さん ( 神戸市職員 )
日時：3/25（月）  ゲストトーク　18:30 ～ 20:00（無料）
　　　　　　　　  交流会　　　　20:00 ～ 21:00（1,000 円・軽食付）
場所：えぇもん王国（北条町横尾 473-1）　 募集期間：3/22（金）まで
申込先：観光まちづくり協会 ☎ 42-8715    kyokai@kanko-kasai.com

第35回加西まち活ゆめ広場
　神戸市職員の秋田さんをお招きし、お話を聞いて交流
をします。人口減少時代がやってきました。人口が減っ
てもハッピーなまちとは。次世代の子どもたちにどんな
社会を残していくのか。今、何をすべきか考えてみます。

秋田さん

転職・退職した時は国民
 年金の手続きを忘れずに

厚生年金保険の加入者が退職した場
合や、退職して自営業等を始めた場
合には、国民年金第 1 号被保険者へ
切り替える必要があります。その際、
退職者に扶養の配偶者も、第 3 号被
保険者から第 1 号被保険者へ切り替
える必要があります。また、退職し
て配偶者の扶養となる条件を満たす
場合には、配偶者が勤務する会社を
経由し、第 3 号被保険者への手続き
を行います。第 1 号被保険者は保険
料の納付が必要です。保険料の納付
が経済的に困難な場合には、申請し
て承認を受けると、保険料の納付が
免除になるなどの制度があります。
問合先：市民課☎ 42-8722
加古川年金事務所☎ 079-427-4740

都市計画決定（在田南部地
 区）の説明会

在田南部地区の都市計画決定（公共
下水道処理区域の変更）の説明・意
見聴取を行います。
日時：3/11（月）19:00 ～
場所：北部公民館1 階　第1 研修室
問合先：都市計画課☎ 42-8753
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期限内納付にご協力を
平成 30 年度国民健康保険税 9 期の
納期限は 4 月 1 日（月）です。
問合先：税務課☎ 42-8712

加西市定例教育委員会
どなたでも傍聴できます。
日時：3/27（水）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

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：3/8（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：3/11（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（3/4（月）9:00 ～受付）
････････････････････････････････････････････････
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：3/7（木）10:30 ～ 11:30
持ち物：バスタオル、水筒、オムツ、おしりふき　
●オーロラ英語遊び　☆楽しく英語で遊ぼう！
日時：3/12（火）10:30 ～ 11:00
●リトミック＆クラフト
日時：3/25（月）10:30 ～ 11:30
持ち物：スリッパ、上靴、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
●お楽しみ会
日時：3/13（水）10:30 ～ 11:30
内容：わくわくマジックや音楽絵本など
●親子ドンドン体操（マット・鉄棒など）
日時：3/18（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：3/4（月）から
････････････････････････････････････････････････
申込先（場所）：ぜんぼうキッズ（善防公民館）
☎＆ fax48-3404

加西市自殺対策計画（案）
 パブリックコメント

自殺リスクの低下と生きることを支
える包括的な支援を推進し、「誰も
自殺に追い込まれることのない社
会」の実現を目指すため「加西市自
殺対策計画（案）」を策定しました。
計画に対する意見を募集します。
閲覧場所：市役所（福祉企画課）
※健康福祉会館、市ホームページ、
地域交流センター、各公民館でも閲
覧できます。
意見募集期間：3/11（月）まで
意見提出方法：閲覧場所にある「意
見提出用紙」を以下まで fax または
メール
提出先：福祉企画課 fax43-1801
fukuki@city.kasai.lg.jp

コミュニティ助成事業で
 谷町屋台刺繡提灯を大修理

谷町は、宝くじの受託事業収入を財
源とするコミュニティ助成事業によ
り、経年劣化のため損傷していた屋
台の刺繡提灯を修理しました。新調
したかのように蘇った屋台は、今後
長きに渡り地域の活性化に寄与し、
郷土を愛する心の拠り所として継承
されていきます。
問合先：人口増政策課☎ 42-8700

こころの健康相談統一ダイヤル 
 ☎0570-064-556 にご相談を

3 月は自殺対策強化月間です。あな
たの身近な人や周りの人の様子が

“いつもと違う”と感じた時、「どう
したの？」「眠れてる？」と声をか
けてみてください。そしてじっくり
話を聞き、必要な支援につないでく
ださい。ひとりで悩まず相談してく
ださい。


