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大人のよか余暇くら部

スポーツ等を通じて健康づくりに取
り組みます。年間参加者を募集中。
開催：毎月第 4 ㊎ 19:00 ～ 20:30
開催場所：勤労者体育センター・健
康福祉会館・多目的グラウンドなど
対象：20 ～ 60 歳の方（参加無料）
定員：30 名※達するまで随時受付
内容：フットサル ･ バドミントン等
● 8 月開催
日時：8/28（金）19:00 ～ 20:30
開催場所：健康福祉会館大ホール
内容：ボッチャ
持ち物：運動靴、飲み物
申込先：健康福祉会館☎㊷ 6700

くらし

●ゆっくりゆったり夕涼みコンサート
新型コロナウイルス感染症対策に十
分配慮したピアノとエレクトーンの
コンサートです。生演奏で憩いのひ
と時をお過ごしくださいませ。
※ご来場時に、検温・連絡先の確認
をさせていただきます。
日時：8/30（日）（開場：各 60 分前）
1 部 14:30 ～ 15:10 
2 部 17:00 ～ 17:40
場所：加西市民会館 文化ホール
料金：全席指定 無料（市内の方限
定！ 4 歳以上。定員になり次第締
切（各 150 席）
お申込：7/23（木祝）9:00 ～
● 8 月の１day 講座のご案内
Summer タイルコースター
開催日：8/1（土）
こどものための絵画教室
開催日：8/8（土）
フラワーアレンジ：お盆花
開催日：8/9（日）・11（火）
粘土でデカパフェを作ろう
開催日：8/10（祝）
健康コーラス
開催日：8/18（火）
エアプランツの活用講座
開催日：8/30（日）
甘酸っぱいレモンのメレンゲタルト
開催日：8/31（月）
問合先：市民会館☎㊸ 0160

市民会館からのお知らせ

人権文化をすすめる市民の
つどい

日時：8/23（日）13:30 ～ 14:50
場所：市民会館文化ホール
内容：①善意の表彰②人権講演会「虐
殺と外国人の壁を乗り越えて」
講師：久郷 ポンナレット 氏
定員：350 名（先着順）
申込先：人権推進課☎㊷ 8727

映画上映
「グレース・オブ・モナコ」

モナコ公妃となったグレース・ケ
リーが、夫モナコ大公レーニエ３世
と当時のフランス大統領の間に起き
た国際的な危機に立ち向かう姿を描
いたフィクション映画。
日時：9/10（木）～ 9/12（土）
　　　① 10:00 ～　② 13:30 ～
場所：ｱｽﾃｨｱかさい多目的ﾎｰﾙ
定員：先着 40 名（無料）※予約制
受付：8/3（月）～
問合先：地域交流センター☎㊷ 0106

講習会「育児は育自 つながる子育て」
－地域の方とつながりを大切に－

子どもの行動の意味を知り、幸せ感
じる楽しい子育てをしましょう。信
頼できる応援者はすぐそばに居ます。
日時：9/14（月）10:00 ～ 11:30
場所：ｱｽﾃｨｱかさい 3 階集会室
講師 ： まーぶるｷｯｽﾞ 後藤則子さん
対象 ： ﾌｧﾐｻﾎﾟ会員・子育て中の方
参加費 ： 無料※無料託児あり
定員 ： 20 人（要予約・先着 5 人）
募集期間：8/31（月）まで
申込先 ： ファミリー・サポート・センター☎㊷ 0111

スポーツ大会の結果

●第 1 節ﾘｰｸﾞ戦決勝ゲートボール
大会（6/25、加西市民ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ）
1 位 下万願寺　2 位 常吉
●すぱーく加西杯グラウンドゴルフ
大会（6/27、すぱーく加西）
1 位 市浦美保　2 位 栗山信男
問合先：文化・観光・スポーツ課
☎㊷ 8773

特別定額給付金の申請は
お済ですか？

特別定額給付金の申請期限は、
と な っ て い ま

す。受給を希望される方は、お早め
にご申請ください。
※申請書を紛失等された場合は、ご
連絡をお願いします。
問合先 : 特別定額給付金室
☎㊷ 2204

8/14（金）（必着）



広告広告

19

広報かさい　2020.8 月号

格安スマホ！サービスを確認しよう。
【事例】
　「利用料金が安くなる。」と聞いたので、契約内容について、
問合せをして申し込んだ。「通話状態は変わらず、今より利用
料金が安くなる。通話は１回１０分以内であれば無料」との説明だった
ので、今までと同じ通話方法で使っていた。しかし、契約後、高額な通
話料を請求された。契約書をよく読むと、「１０分以内の通話を無料にす
るには、特定のアプリを使用しなければいけない。」と書かれていた。

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】
　格安スマホは今までの携帯電話会社と同じサービスが利用できるとは限
りません。サポート内容や問合せ方法など、契約内容を確認し、違いを理
解した上で契約しましょう。
　無料通話は、格安スマホ会社により指定のサービス提供方法があり注意
が必要です。よく確認しておきましょう。

　加西市消費生活センターでは、悪質商法の被害、契約トラブル、お金の
トラブルなど、専門の消費生活相談員が手助けします。困ったときは、一
人で悩まず、お金を払う前にご相談ください！
　相談無料・秘密厳守！

個人事業税の納税について

個人事業税は、所得税、住民税とは
別に個人で事業を行う方にかかる税
です。納期限は、第1期分8/31（月）、
第 2 期分 11/30（月）ですので最
寄りの金融機関やｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽｽﾄｱ（納
付額 30 万円以下に限る）でお納め
ください。また、納税に便利な口座
振替制度もぜひご利用ください。
※新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽの影響により納税が
困難な方は、徴収の猶予を受けられ
る場合がありますので、県税事務所
にご相談ください。
問合先：加東県税事務所
☎ 0795-42-5111 内線 238

健康情報テレホンサービス

曜日ごとにテーマを変え、3 分程度
の健康・医療情報を聴くことができ
ます。
☎ 0120-979-451（通話無料）
8 月のプログラム：
月曜日／小児の血尿・蛋白尿
火曜日／診療報酬改定で何が変わっ
たか
水曜日／便に血が混じる病気 - 潰瘍
性大腸炎 -
木曜日／頭を打った時
金土日／顔の皮膚炎
問合先：兵庫県保険医協会
☎ 078-393-1840

加西市ＪＯＢフェア

日 時：8/17（ 月 ）13：30 ～ 15：
30（受付 13：00 ～）
場所：ｱｽﾃｨｱかさい地域交流ｾﾝﾀｰ
求人対象：① 2021 年 3 月新規学
卒予定者（大学・短大・高専・専門）
②一般求職者（既卒・中途採用など）
参加企業：約 20 社予定※詳細は加
西商工会議所ＨＰでご確認くださ
い。
問合先：加西市雇用開発福祉協議会

（加西商工会議所内）☎㊷ 0416

東播都市計画地区計画の
変更

決定された図書につきましては、都
市計画課で縦覧できます。
●東高室地区地区計画の変更
決定日：7/1（水）
目的：本地区の交通結節拠点として
の利便性を活かした一体的な都市機
能の向上
問合先：都市計画課☎㊷ 8753

市民養老金を支給します

満 88 歳の方（9 月 1 日現在で市内
在住者）に、長寿をお祝いして市民
養老金を支給します。満 100 歳の
方（誕生月の初日に市内在住者）に
ついては、誕生月に市長が訪問し、
祝い状と祝い金をお渡しします。
支給額：満 88 歳　5,000 円
満 100 歳　10,000 円
支給方法：口座振込または区長等を
通じて支給します。
問合先：長寿介護課☎㊷ 8728


