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夏季学童保育園の入園申込
について

夏休み中に保育が必要な児童を募集
入園決定：7 月上旬
※入園基準は両親の勤務状況等から
判断します。
※申込多数の場合は、低学年の児童
を優先します。
※定員超過時は、他園で預かります。
保育期間： 7/20（土）～ 8/31（土）
※日曜日、8/11 ～ 15 を除く
保育時間： 8:00 ～ 18:30
保育料：7月6,000円、8月12,000円
※おやつ・保育材料費別途必要
必要書類：入園申請書、児童の状況
確認票、勤務証明書など　※申請書
類はこども未来課・各学童保育園・
市ホームページから
募集期間：6/3（月）～ 20（木）必着
申込先：こども未来課☎㊷ 8726

特定医療費受給者証の更新

特定医療費（①指定難病②小児慢性）
受給者証の更新を希望される方は手
続きが必要です。詳しくは下記まで。
対象：有効期間が平成31年10月31
日までの受給者証をお持ちの方
受付期間：①特定医療費（指定難病）
受給者証をお持ちの方…6/10（月）
から  ②特定医療費（小児慢性）受給
者証をお持ちの方…7/1（月）から
問合先：加東健康福祉事務所（地域保
健課）☎0795㊷5111（代表）

ファミリーサポートクラブ
からのお知らせ

●交流会「笑いヨガ」
笑いエクササイズとヨガ呼吸で免疫
力アップ ! 脳の活性化 !
日 時：6/20（ 木 ）10:30 ～ 11:30
講師：眞木尚代さん
場所：アスティアかさい3階集会室
定員：20 人（参加無料）　　
募集：6/16（日）まで
持ち物：飲み物、タオル、動ける服装
●交流会「こどもと一緒につくるヘ
ルシー＆スタミナ料理」
日時：7/7（日）9:30 ～ 12:30
場所：アスティアかさい 3 階キッ
チンルーム
講師：市健康課　管理栄養士　　
募集：6/30（日）まで ※参加費（大
人 300 円、小学生以下 200 円）
定員：親子 10 組（大人一人でも可） 
持ち物：エプロン・三角巾・マスク・
タオル・飲み物
対象：ﾌｧﾐｻﾎﾟ会員･子育て中の保護者
託児：先着 5 人（要予約・無料）
申込先：ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄｸﾗﾌﾞ☎㊷ 0111

図書館協議会委員を募集

図書館の運営や活動に提言・助言を
していただく委員を募集します。
募集：2 人以内（年 2 回程度の会議）
対象：市内在住 ･ 在勤の 20 歳以上
任期：R1.9/1 ～ R3.8/31
報酬：1 回 8,300 円
応募方法：図書館にある応募用紙に
記入のうえ、郵送または持参
募集期間：6/15（土）～ 6/30（日）
申込先：〒 675-2312　北条町北条
28-1　図書館☎㊷ 3722

将来の年金額を増やしたい
方は「付加年金」を

国民年金第 1 号被保険者と任意加
入被保険者は、定額保険料（月額
16,410 円）に加えて付加保険料（月
額 400 円）を納付することで、将
来の老齢基礎年金に付加年金分が上
乗せされます。上乗せされる付加年
金の年額は、200 円×付加保険料
納付月数です。付加年金を 2 年以
上受け取ると、支払った付加保険料
以上の付加年金が受け取れます。産
前産後期間の免除を届出される方も
納付できます。ただし、国民年金基
金の加入者や年金保険料免除者は、
納付できません。
問合先：市民課☎㊷ 8722
加古川年金事務所☎079-427-4740

特定計量器（はかり）の
定期検査について

計量法の規定に基づくはかりの定期
検査を実施します。はかりを取引ま
たは証明のために使用されている方
はもれなく受検ください。
検査期間： 7/16（火）～ 8/2（金）

（土・日・祝日を除く。）
検査場所：計量器を使用している店
舗、事業所等へ訪問検査します。
その他：トラックスケール等の大型
はかりは、今回とは別の期日を個々
の受検者に通知します。
問合先：社団法人兵庫県計量協会　
☎ 078-361-8070

6 月 23 日～ 29 日は
男女共同参画週間！

男らしく･ 女らしくに囚われていま
せんか？女性だから･ 男性だからと
決めつけていませんか？性別に縛ら
れる必要はありません。自分らしく生
きられる社会にしていきましょう。
問合先：ふるさと創造課☎㊷8706
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本当に必要ですか？次々に販売する催眠商法

【事例】　「無料の景品がもらえる」と知人に誘われ、会場
に行った。商品の説明や健康関連の話を１時間ほど聞き、
無料の景品をもらった。来場のたびに押してくれるスタン
プカードがあり、販売員のトークや、健康に関する話が面
白いから、たびたび通うようになった。友人を連れて行くと特典がもらえ
るので、誘うようになった。通ううちに、「特別販売」、「特別割引」など
と言われ、勧められたマットレスを購入した。これまで、割引商品や無料
の景品をもらっており、販売員にやさしくされていたため、断ることがで
きなかった。その後も次々と商品を契約したが、頭金だけなので、高額商
品と思わず、気が付いたら支払えないほどの金額になっていた。

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）

【解説】　「催眠商法」とは、閉め切った会場等に人を集め、日用品等をた
だ同然で配って雰囲気を盛り上げた後、催眠状態になった来場者に高額な
商品を購入させる手口の商法です。安易に会場に近づかないようにし、勧
誘されても不要な商品の購入はきっぱり断りましょう。将来のための預金
を取り崩してまで購入が必要かどうか考えましょう。

6月は善意月間です

加西市社会福祉協議会では、「すべ
ての市民で支えあう福祉のまちづく
り」のため、地域に根ざしたふれあ
い活動の推進と安心して暮らせる福
祉サービスの充実に努め、さまざま
な事業や啓発活動を実施していま
す。善意の預託金は、次の事業に活
用します。皆さまの温かいご協力を
お待ちしています。
●支えあう福祉のまちづくり推進事業
高齢者外出支援（タクシー初乗り運
賃助成）事業
●心配ごと相談事業
●おめでとう赤ちゃん出生お祝い事業
●新成人お祝い事業
●防犯カメラ設置助成金事業
問合先：加西市社会福祉協議会
☎㊷ 8888

就職支援セミナー

内容：応募書類の作成方法
日時：6/14（金）10:00 ～ 12:00
場所：アスティアかさい3階集会室
講師：高階正浩さん（社労士）
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

県立障害者高等技術専門
学院オープンキャンパス

対象 ･ 日時：①知的障がい者 7/20
（土）9:20 ～、②身体等障がい者
7/27（土）9:20 ～
定員：各 30 人（参加無料）
申込：申込用紙（ホームページ）に
記入の上、ＦＡＸまたは郵送
申込期間：①6/10（月）～7/17（水）、
② 6/17（月）～ 7/24（水）
申込先：〒651-2134 神戸市西区曙町
1070 県立障害者高等技術専門学院 
☎078-927-3230 fax078-928-5512

無料肝炎ウイルス検診の
お知らせの訂正について

平成 31 年 4 月 18 日付けで節目年
齢（40･45･50･55･60･65･70 歳 ）
の方に送付しました「無料肝炎ウイ
ルス検診」のお知らせに、誤りがあ
りましたのでお詫びして訂正しま
す。なお、お知らせを受け取られた
方は本年度の「無料肝炎ウイルス検
診」の対象者となっていますので、
この機会に肝炎ウイルス検診を受け
ていただきますようお願いします。
誤：平成 31 年 4 月 1 日現在の年齢
正：平成 32 年 4 月 1 日現在の年齢
問合先：健康課☎㊷ 8723

ミニ就職面接会

日時：6/28（金）13:30 ～ 15:30
場所：アスティアかさい3階集会室
※市内事業所 2 社が参加予定
問合先：ハローワーク西脇☎ 0795
㉒ 3181

学童保育指導員の夏季アル
バイトを募集

時給：1,020 円（通勤手当支給）
※時間、勤務日数は相談に応じます。
夏休み中の学生さんも活躍中です。
詳しくは、お問い合わせください。
問合先：こども未来課☎㊷ 8726


