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楽・笑・介（らくしょうかい）
に参加してみませんか？

在宅で主に認知
症の方を介護し
て い る 家 族 の
サ ー ク ル で す。

「楽しく笑って介
護しよう」をモッ
トーに活動をし
ています。日頃の介護に関する悩み
や心配事などを何でも気軽にお話し
てみませんか？また、自分自身の時
間を過ごすことでリフレッシュしま
せんか？
日時：12/23（月）10:00 ～ 11:30
※毎月第 4 月曜日に定例会を実施
内容：座談会
場所：健康福祉会館
参加費：無料
申込先：長寿介護課☎㊷ 8728

国民年金保険料の納め忘れ
はありませんか？

老齢基礎年金（65 歳から受け取ら
れる年金）は、20 歳から 60 歳ま
での40年間保険料を納めなければ、
満額の年金を受け取ることができま
せん。保険料の納め忘れなどによ
り、納付済期間が 40 年に満たない
場合は、60 歳から 65 歳までの間
に国民年金に任意加入し、保険料を
納めることで、満額に近い年金を受
け取ることができます。老齢基礎年
金を受けるためには、保険料の納付
済期間や保険料の免除期間などが原
則 10 年以上必要となりますが、65
歳でこの要件を満たしていない場合
は、さらに 70 歳になるまで任意加
入することができます。また、海外
に在住する日本国籍を持つ方も、任
意加入することができます。
問合先：市民課☎㊷ 8722　加古川
年金事務所☎ 079-427-4740

こどものために知っておき
たい救命救急法

～ AED の取り扱いを覚えよう～
子どもの命を守るため、いざという
時に行動できるようにしておきま
しょう。
日時：12/12（木）10:00 ～ 11:30
場所：アスティアかさい 3 階ライ
トスポーツスタジオ
講師：北はりま消防組合加西消防署員
参加費：無料
定員：20 人※無料託児あり（要予約・
先着 5 人）
持ち物：飲み物、タオル、動きやす
い服装で
募集期間：12/9（月）まで
申込先：ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄｸﾗﾌﾞ☎㊷ 0111

12/10 ～ 16 は「北朝鮮人
権侵害問題啓発週間」

法務省は、北朝鮮当局による日本人
拉致、その他人権侵害問題に関する
認識を深めることを目的として，毎
年 12 月 10 日から 16 日までを「北
朝鮮人権侵害問題啓発週間」と定め
ています。拉致問題は一刻も早く解
決しなければならない人権侵害問題
です。この機会に、拉致問題につい
ての関心と認識を深めましょう。
●「北朝鮮による日本人拉致問題」
に関する啓発パネル展
期間：12/18（水）～ 12/25（水）
場 所： ア ス テ ィ ア か さ い 3 階　
ウォールギャラリー
問合先：人権推進課☎㊷ 8727
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兵庫県産木材利用木造住宅
特別融資制度のご案内

兵庫県産木材を使っ
て、県内で住宅を新築、
増改築、既存住宅長寿
命化、リフォームする
方に兵庫県と金融機関が協力して融
資します。仕様により、条件が変わ
りますので、詳しくはお問い合わせ
ください。
対象：①新築、増改築、既存住宅長
寿命化 ②リフォーム
融資限度額：①2,300万円 ②500万円
返済期間：① 25年以内② 10年以内
融資利率：0.8％（25 年間固定）
問合先：兵庫県林務課☎ 078-341-
7711( 内線 3639)

いなみ野学園 学生募集

●大学講座（4 年制）
対象：県内在住の概ね56歳以上の方
募集学科・定員：園芸 100 人、健
康づくり 100 人、文化 100 人、陶
芸 40 人
●大学院講座（2 年制）
対象：県内在住で 2 年制以上の県・
市町高齢者大学もしくは本学園の大
学講座を卒業または見込みの方
募集学科・定員：地域づくり 50 人
入学金：6,000 円
受講料：50,000 円（年間 30 日）
募集期間：1/6（月）～ 1/24（金）
※詳しくはお問い合わせください。
問合先：同学園☎ 079-424-3342
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電気の契約切り替えトラブルにご注意を！

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）

期限内納付にご協力を

令和元年度固定資産税 3 期、国民
健康保険税 6 期の納期限は 12 月
25 日（水）です。
問合先：税務課☎㊷ 8712　

県立青雲高等学校 学生募集

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：2/24 ㊊～ 3/2 ㊊
※ 2/25㊋・2/29㊏・3/1㊐は除く
問合先：県立青雲高等学校（神戸市
長田区）☎ 078-641-4200

休日（年末年始）歯科診療

月日・場所・電話番号：
①12/31 ㊋・神戸歯科（中野町☎㊾
0314）　②1/1 ㊌・クボタ歯科クリ
ニック（北条町北条☎㊷0464）　③
1/2 ㊍・初田歯科医院（朝妻町☎㊼
1260）　④1/3 ㊎久枝歯科医院（北
条町古坂☎㊸0351）
※時間は9:00 ～12:00
※受診前に電話連絡してください。

ミニ就職面接会

日時：12/20（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 3 社程度が参加予定。
加西市ふるさとハローワークのホーム
ペ ー ジ（http://1.city.kasai.hyogo.
jp/hellowork/）でご確認ください。
問合先：ハローワーク西脇☎ 0795
㉒ 3181

加西市定例教育委員会

どなたでも傍聴できます。
日時：12/19（木）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

歳末たすけあい運動に
ご協力を

●つながり ささえあう みんなの地域
づくり
集まった募金は、個別支援（支援が
必要な方）や、各町福祉活動および
福祉支援活動の財源として活用させ
ていただきます。
問合先：加西市共同募金委員会（社
会福祉協議会内）☎㊷ 8888

県立神戸高等技術専門学院
令和2年4月生募集

対象者：18 歳以上の求職者（※印
コースは、新規学卒者を除く）
募集コース：① CAD/CAM 加工 
②電気制御 ③印刷総合技術 ④イン
テリアリフォーム⑤総合ビジネス※ 
⑥福祉調理※
授業料：無料
募集期間：12/11 ㊌～ R2.1/23 ㊍
試験日：R2.1/30（⑤、⑥のコース）
R2.1/31（①～④のコース）
問合先：兵庫県立神戸高等技術専門
学院☎ 078-794-6630

契約中の大手電力会社を名乗り「今よりも電気料金が安くなる。契
約番号を教えてほしい」と電話があった。よくわからないまま検針票に
書かれていた番号等の情報を伝えた。数日後、電気契約の切り替え手続
きの書類が届き、電話で申し込みしたことになっていた。

Q.

平成 28 年の電力自由化により一般家庭でも地域の電力会社以外の小
売り電気事業者（国の登録制）と契約できるようになりました。「スマー
トメーター（通信高機能電力メーター）に切り替えると検針員が来なくて
すむので安くなる」と申込書確認書にサインをしたら、別の会社だったと
いう事例もあります。切り替えに必要な情報は検針票に記載されていま
す。安易に伝えないようにしましょう。電話勧誘でも口頭で承諾の意思表
示をした場合は、申し込みが成立します。訪問販売や電
話勧誘での契約は、契約書面受領後８日以内のクーリン
グオフが可能です。切り替える場合は、契約期間、解約料、
割引等の条件を確認することが必要です。切り替えの意
思がない場合は、契約番号は伝えないようにしましょう。
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