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就職支援セミナー

内容：本当に役立つ面接のポイント
日時：5/15（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、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

健康情報テレホンサービス
0120-979-451 通話無料

曜日ごとに 9 時 30 分 からテーマ
を変え、3 分程度の健康・医療情報
を 24 時間ご利用できます。
5 月のプログラム：
月曜日／蚊が飛ぶように見える " 飛
蚊症 "
火曜日／コレステロール値が高いと
言われたら
水曜日／痔の予防
木曜日／肺炎球菌ワクチンの効用
金土日／ホクロと黒色腫
問合先：兵庫県保険医協会
☎ 078-393-1840

学資困難な高校生へ奨学金
を支給します

対象：市内に住所がある生活保護世
帯、またはそれに準じる家庭で高校
生の学資の支払いが困難な方
支給額：月額 6,000 円
提出先：在学する高等学校
申込期間：5/1（金）～高等学校か
ら指定された日
問合先：学校教育課☎㊷ 8772
※詳しくは市 HP をご覧ください。

加西市定例教育委員会

どなたでも傍聴できます。
日時：5/19（火）14:00 ～
場所：市役所 4 階入札室（大）
問合先：教育総務課☎㊷ 8770

期限内納付にご協力を

令和 2 年度軽自動車税種別割・自
動車税種別割の納期限は 6 月 1 日

（月）です。
問合先：税務課（軽自動車税種別割）☎
㊷8712加東県税事務所（自動車税種
別割）☎0795㊷9331

広報 4 月号で 5 ～ 6 月頃に実施と
お知らせしていました「中学生ピロ
リ菌検査」は、新型コロナウイルス
感染症の影響を考慮し、延期させて
いただくこととなりました。
時期が決まり次第、対象者及び保護
者の皆さまにご案内しますので、ご
了承くださいますようお願いしま
す。問合先：健康課☎㊷ 8723

児童扶養手当を受給されて
いる皆さまへ

児童扶養手当受給
者へ市指定ごみ袋
を年間 60 枚支給
していましたが、
令和２年度から中
止することとなり
ました。令和元年度のごみ袋の引
き換えがまだの方は令和２年 10 月
30 日（金）までに引き換えをお願
いします。
問合先：地域福祉課☎㊷ 8709

くらし

軽自動車税の減免について

身体障害者手帳、療育手帳、精神障
害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳を
お持ちの方または生計を一にする方
が所有・運転する場合等は減免制度
が適用されます。新規の方はご相談
ください。なお、令和 2 年度課税に
かかる減免申請の提出期限は 6 月 1
日（月）です。
問合先：税務課☎㊷ 8712

山野草鉢植え教室

日時：5/30、7/4、9/5、11/14、3/13
（全て土曜日）9:30～12:00
※ 5/30 は特別編として加西市さつ
き展の見学研修をします。
講師：加西市さつき同好会
対象：一般成人
定員：先着20名（材料費1回500円）
申込：5/7（木）以降に下記まで電話
場所：オークタウン加西☎㊹ 2595

中学生ピロリ菌検査の
実施時期について（延期）
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日  時
8:30～18:00（月）
8:30～16:00（火～金）
9:30～15:00（第2土曜日）

内  容 年金相談全般

受  付
期  間

予約相談希望日の 1 カ月前
から前日まで

申  込 

0570-05-4890（ 予 約 受
付専用）へお電話ください。
※基礎年金番号の分かるも
のをご準備ください。

問合先：市民課☎㊷ 8722
加古川年金事務所☎ 079-427-4740

年金事務所の予約相談

年金事務所では、年金相談をより丁
寧に行うため、予約による年金相談
を行っています。ご予約いただくと、
ご都合に合わせてスムーズに相談で
きるほか、事前準備による丁寧な対応
が可能です。ぜひご利用ください。

小・中学生への就学援助の
申請を受付します

経済的な理由によって、小・中学校
への就学が困難な児童生徒の保護者
に対して、学校で必要な経費（給食
費、校外活動費等）の一部を援助し
ます。学校を通じて案内文書を配布
しますので、ご確認ください。な
お、小学 1･5 年生、中学 1･3 年生で、
2 月に申請された方については、再
度の申請は不要です。
受付期間：5/11（月）～ 5/20（水）
提出先：学校教育課または学校
問合先：学校教育課☎㊷ 8772
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【事例】
①「マスクを無料で送付する」などと記載され、URL が付い
たメッセージがスマートフォンに届いた。
②厚生労働省を装い「費用の肩代わりをするので検査を受け
るように」「新型コロナウイルス関連の助成金が受けられる」
などと言われ、個人情報を聞きだそうとされた。
③「新型コロナウイルス流行拡大の影響で、金の相場が上がるので、金を買
う権利を申し込むように」と電話で勧誘された。
④「新型コロナウイルス感染症予防に効果がある健康食品が開発された。こ
の電話を受けた人だけの特典で優先購入できる」と電話があった。

【解説】
①②市役所などの行政機関の職員を名乗るあやしい電話に反応しないでく
ださい。また、心当たりのない送信元からのメールや SMS が届いた場合、
記載の URL にアクセスせず削除しましょう。アクセスすると、偽サイトに
誘導され個人情報が盗み取られる可能性があります。③投資にはリスクが
あり、必ず儲かるものではありません。少しでも怪しいと思うことがあれば、
その場できっぱりと断り、契約したりお金を支払ったりしないようにしま
しょう。④健康食品は医薬品と異なり、有効性や安全性が十分検証されて
いません。勧誘を信じてすぐに契約しないようにしましょう。

問合先：加西市消費生活センター（月～金9:00 ～ 16:30）☎㊷8739
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）

新型コロナウイルスに便乗した消費者トラブルにご注意！

献血は身近にできる
ボランティア

安定した血液確保のため、一人でも
多くの方の献血協力が必要となりま
す。皆さまのご協力をお願いします。
全て 400ml 献血のみの受付です。
日時：5/9 ㊏ 10:00 ～ 12:00
13:15 ～ 16:00
対象：男性（17 歳～ 69 歳）
女性（18 歳～ 69 歳）
※男女ともに体重 50kg 以上の方
場所：イオンモール加西北条
主催：加西ライオンズクラブ
問合先：健康課☎㊷ 8723

手話入門講座

耳の聞こえない人の言葉である「手
話」を一緒に学びませんか？
日時：6/6（土）～ 1/23（土）
毎週土曜 19:00 ～ 21:00
場所：健康福祉会館
定員：20 名
受講料：無料（テキスト代別途必要）
申込：住所、氏名、年齢、連絡先を
電話、FAX またはメールで申し込
んでください。
締切：5/29（金）まで
申 込 先： 地 域 福 祉 課 ☎
㊷ 8725 fax ㊸ 1801 
shogaifukushi@city.kasai.lg.jp


