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特設人権相談を開設
毎年 5 月 3 日の憲法記念日を含む
１ 週 間（5 月 1 日 か ら 7 日 ま で ）
を「憲法週間」とし、憲法の精神を
理解してもらうための取り組みを
行っています。人権擁護委員協議会
では「特設人権相談」を設けていま
す。「いじめ」「差別」「プライバシー
の侵害」などでお悩みの方は、ご相
談ください。
日時：5/7（火）13:00 ～ 15:00
※相談は無料。秘密は厳守されます。
場所：市民会館 1 階会議室、アスティ
アかさい 3 階地域交流センター
問合先：人権推進課☎ 42-8727

ひょうご夜間中学
 電話相談窓口のお知らせ

兵庫県には夜間中学が 3 校ありま
す。夜間中学とは、いろいろな理由
により義務教育を修了できなかった
人たちのために、夜に授業を行って
いる学校のことです。夜間中学につ
いて相談がある方は、専用ダイヤル
までお電話ください。
相談日時：平日 9:00 ～ 17:00
※休日・年末年始を除く
相談内容：兵庫県内の夜間中学や夜
間中学への入学に関することなど
専用ダイヤル：078-362-9432

春の下水道施設見学会
内容：浄化センター施設見学会
日時：4/21（日）10:00 ～ 15:30
場所：加古川上流浄化センター
小野市黍田町 398-2
参加費：無料※申込は当日現地にて
※小学生以下は、保護者同伴
問合先：加古川上流浄化センター　
☎ 0794-63-5554

犬の登録と狂犬病予防接種
狂犬病予防法では、犬の登録と生後
90 日を経過した犬に狂犬病予防注
射の接種が義務づけられています。
違反すると 20 万円以下の罰金に処
せられる場合があります。
●犬の登録
犬を飼われた場合や飼い犬の登録を
されていない方は、環境課で登録の
手続きをしてください。飼い犬が死
んだり、譲り受けたり、飼い主の引っ
越しの際は連絡してください。
●狂犬病予防注射の接種（毎年 1 回）
生後 90 日を経過した犬の飼い主
は、市から送付した「お知らせハガ
キ」を持参して、動物病院で狂犬病
予防注射を受けてください。
接種期間：4/1（月）～ 6/30（日）
※飼い犬が病気等の理由で接種でき
ない場合は、連絡してください。
●ペットが迷子になった、迷子の
ペットを発見した場合
動 物 愛 護 セ ン タ ー（ ☎ 0794-84-
3050）、加西警察署（☎ 42-0110）
に連絡してください。
問合先：環境課☎ 42-8716

東播都市計画決定の縦覧
内容：①東高室地区地区計画の決定
原案 ②在田南部地区の公共下水道
処理区域の決定原案
期間：4/10（水）～ 4/24（水）
閲覧場所：都市計画課（市役所５階・
平日 8:30 ～ 17:15）※縦覧期間中
は参考図書を市ホームページに掲載
します。
意見提出：縦覧期間中に閲覧場所で
意見書を提出することができます。
問合先：都市計画課☎ 42-8753

くらし

大人のよか余暇くら部
スポーツやレクリエーションで健康
づくりに取り組みませんか。2019
年度の年間参加者を募集します。
日時：毎月第 4 ㊎ 19:00 ～ 20:30
場所：健康福祉会館ほか 
対象：20 ～ 60 歳の方  ※参加無料
定員：30 名
※定員になるまで随時受付
内容：フットサル・バドミントン・
ソフトバレーボールなど
● 4 月の開催
日時：4/26 ㊎ 19:00 ～ 20:00
開催場所：多目的グラウンド AB
内容：フットサル ※雨天中止
持ち物：運動靴・飲み物
申込先：健康福祉会館☎ 42-6700

学習支援ボランティア
 （大学生）を募集

家庭の事情などで学習
機会に恵まれない子ど
もたち（小学校高学年・
中学生）を対象とした

「子どもの学習支援教
室」で、学習支援や相談相手をして
いただける「大学生ボランティア」
を募集します。
日時：毎週水曜日 18:00 ～ 19:30
場所：アスティアかさいなど
※交通費支給（1 回 2,000 円）
申込先：地域福祉課☎ 42-8730

まちづくり活動交流会
市内でまちづくり活動を行う団体や
市民活動を知り、まちとの関わり方
を考えてみませんか。
日時：4/14（日）13:00 ～ 16:30
場所：アスティアかさい 3 階交流
プラザ
内容：①まちづくり活動の報告
②吉兼秀夫氏（京都外国語大学 特
任教授）によるワークショップ
③活動報告パネル展（4/14 ～ 20）
問合先：観光まちづくり協会
☎ 42-8715

就職支援セミナー
面接不合格者の 9 割がやっている
残念なマナー＆コミュニケーション
日時：4/17（水）10:00 ～ 12:00
場所：アスティアかさい 集会室
講師： 桜井透さん（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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農用地区域の除外申請を
 受け付けます

住宅の建設等、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。
期間：4/1 ㊊～ 22 ㊊の平日
受付場所：農政課☎ 42-8718

　

加西市つどいの広場  ～ぜんぼうキッズ・ほくぶキッズ～
いつでもだれでも自由に遊べるひろばです。年齢別、校区別の日や楽しいイベントもあります。
利用時間：月～土曜 9:00 ～ 16:00（祝日・年末年始除く）※土曜はほくぶキッズのみ。
対象：主に未就園児とその親
ぜんぼうキッズ（善防公民館）☎＆℻ 48-3404　　ほくぶキッズ（オークタウン加西）☎＆℻ 44-0719

愛の光キッズからのお知らせ
●愛の光キッズ開講式（申込不要）
日時：4/1（月）10:30 ～ 11:30
持ち物：印鑑（利用登録用）
●リトミック＆クラフト（申込要）
日時：4/15（月）10:30 ～ 11:30
持ち物：スリッパ、上靴、水筒
●松田助産師による保健相談、身体測定（申込不要）
日時：4/16（火）10:00 ～ 12:00
････････････････････････････････････････････････
対象：0 ～ 3 歳児の親子（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
●春のお楽しみ会
日時：4/10（水）10:30 ～ 11:30
内容：紙人形劇やふれあい遊び、簡単工作など
対象：就園前の親子
●親子ドンドン体操（マット・鉄棒など）
日時：4/15（月）10:30 ～ 11:30
講師：岡ゆかりさん（スポーツインストラクター）
対象：H27.4 月～ H29.3 月生まれの子どもと親
定員：先着 20 組
募集期間：４/ ８（月）から
････････････････････････････････････････････････
申込・問合先（場所）：ぜんぼうキッズ（善防公民館）
☎＆ fax48-3404

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：4/12（金）10:30 ～ 11:15
講師：金田圭古さん（音楽教室講師）
対象：平成２８年から３０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：4/16（火）10:30 ～ 11:30
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（4/8（月）9:00 ～受付）
●春のおたのしみ会
日時：4/22（月）10:30 ～ 11:30
内容：スタンプラリー遊び
････････････････････････････････････････････････
申込・問合先（場所）：ほくぶキッズ（オークタウン加西）
☎＆ fax44-0719

いちごくらぶからのお知らせ
●開級式　
日時：4/8（月）10:15 ～ 11:30
●体育あそび
日時：4/9（火）・4/23（火）10:15 ～ 11:30
持ち物：上履き（親子とも）・水筒
●リトミック＆クラフト・リトミック＆楽器
日時：4/10（水）・4/17（水）10:15 ～ 11:30
持ち物：上履き（親子とも）
････････････････････････････････････････････････
対象：未就園児さん親子　　参加費：無料
申込先（場所）：善防こども園　☎ 48-3765

播磨看護学校からのお知らせ
地域の方との交流や看護技術の体験
会を開催します。
日時：4/20（土）13:30 ～ 15:30
場所：播磨看護専門学校2 階実習室

（加東市家原 812 番地 1）
対象：40 歳以上の方
内容：血圧測定、洗髪、足浴などの
技術体験、学生との交流など
問合先：同校☎ 0795-42-3961

「裁判傍聴会」のご案内
日時：4/24（水）12:15 ～ 16:00
集合場所：兵庫県弁護士会館（神
戸市中央区橘通 1-4-3）
定員：18 人（多数の場合は抽選）
申込方法：開催日、住所、氏名、職業、
年齢、電話番号を記入して下記まで。
申込期限：4/16（火）必着
申込・問合先：兵庫県弁護士会☎
078-341-7061 bengoshikai@
hyogoben.or.jp


