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募集

募集人数：15 名程度
受付期間：10/30( 金 ) ～ 11/6( 金 ) 
試験日：11/14( 土 )
試験場所：播磨看護専門学校
願書の配布：播磨看護専門学校事務
課で配布します。
出願手続：播磨看護専門学校に郵送
または持参してください。
問合先：播磨看護専門学校事務課
☎ 0795-42-3961

播磨看護専門学校 推薦入試
及び社会人入試(令和３年度)

案件：①「鶉野飛行場跡地東部産業
拠点地区地区計画」、「加西東産業団
地地区地区計画」、「中野地区地区計
画」の変更素案
②「加西工業団地地区地区計画」の
決定素案
縦覧期間：10/9（金）～ 10/23（金）
閲覧場所：都市計画課（平日 ８:30
～ 17:15）※期間中は参考図書を市
WEB サイトに掲載します。
意見提出：期間中に閲覧場所で所定
の意見書を提出することができま
す。提出方法については市ＷＥＢサ
イトをご覧ください。
問合先：都市計画課☎㊷ 8753

東播都市計画地区計画の
市素案の縦覧について

マイナポイントの申し込みは、パソ
コンやスマートフォンから誰でも簡
単に行うことができますが、支援が
必要な方向けの窓口を以下のとおり
設置しております。
期間：R3.3/31（水）まで
場所：市役所庁舎 1 階 19 番窓口（上
下水道お客様センター横）
時間：平日 8:30 ～ 17:15
※ 12:00 ～ 13:00 除く
●休日開庁：10/4（日）・17（土）
9:00 ～ 16:00
※マイナンバーカードの申請・受け
取り、電子証明書の発行・更新のた
めに、市民課窓口も臨時開庁します。
※休日開庁日は、正面玄関は施錠し
ているため、庁舎東側の通用口から
お入りください。
問合専用ダイヤル：☎㊷ 8737
問合先：産業振興課☎㊷ 8740

マイナポイント支援窓口の
ご案内

「かかりつけ薬剤師・薬局」を持ち
ましょう。患者さんの薬の情報を 1
つの薬局で把握することで、相互作
用の防止や服用中の期待される効果
等、副作用の確認を受けられます。
休日・夜間を含め、薬の副作用など
困ったときに電話等による相談がで
きます。薬の飲み忘れや飲み残しで
困ったとき、薬を適切に使用するた
めのアドバイスを受けられます。
問合先：健康課☎㊷ 8723　

「薬と健康の週間」
10/17（土）～ 10/23（金）

令和 2 年 8 月 7 日付けで兵庫県か
ら事業所系特別指定区域の指定及び
指定変更を受けました。詳しくは市
ホームページをご覧ください。
対象地区：別所町ほか 4 地区
問合先：都市計画課☎㊷ 8753

事業所系特別指定区域の
指定を受けました

SDGs（エス・ディ－・ジーズ）とは、
「Sustainable Development Goals
（持続可能な開発目標）」の略称であ
り、2015 年 9 月の国連サミットで
採択された国際目標です。「地球上の
誰一人として取り残さない」という
基本方針のもと、開発途上国のみな
らず先進国も含め、国際社会全体の
普遍的な目標として地球規模で実現
に向け取り組む必要があります。
北播磨広域定住自立圏（加西市・加
東市・西脇市・多可町）の事業とし
て、元国連大学サスティナビリティ
高等研究所所長の竹本和彦氏をお招
きし、SDGs についての理解を深め
る講座を開催します。
日時：10/15（木）10:30 ～ 12:00

（受付：10:00）
場所：加西市民会館３階小ホール
※参加をご希望の方は当日までに下
記へご連絡ください。
問合先：人口増政策課 ☎㊷ 8700

北播磨広域定住自立圏事業
SDGs講演会

今年も 10 月 1 日から「助け合い 広
がる つながる 赤い羽根」をスロー
ガンに、共同募金運動が全国的に展
開されます。募金は、小地域福祉活
動、老人福祉活動、障がい者福祉活
動、児童・青少年福祉活動、福祉育
成・援助活動、ボランティア活動育
成事業等、地域福祉推進のために配
分しています。赤い羽根に込められ
た思いが皆さまのもとに届けられる
よう、今年も皆さまのご協力をお願
いいたします。
問合先：社会福祉協議会☎㊷ 8888

赤い羽根共同募金運動に
ご協力を
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わくわく子育て情報

乳幼児健診

母子健康手帳の交付申請
妊婦健康診査等の助成申請
必要なもの
・印鑑・マイナンバーを証明する書類
・免許証等の顔写真付本人確認書類
・妊娠届出書（産院でもらった方の
み）※母子手帳交付申請者のみ
健康課窓口にお越しください。
受付時間：平日 8:30 ～ 17:15
健診実施場所：健康福祉会館　
問合先：健康課☎㊷ 8723

●人形劇クラルテ　※要申込（10組）
日時：10/15 ㊍ 10:15 ～ 11:00
●助産師さんによる子育て相談　※要申込（3組）
日時：10/16 ㊎ 10:15 ～ 11:00
●フラワーアレンジメント教室　※要申込（各日 3組）
日時：10/26 ㊊ 27㊋ 10:15 ～ 11:00
対象：未就園児さん親子（無料）
申込・場所：善防こども園

善防こども園いちごくらぶ　☎㊽ 3765

●おはなしの日　※要申込（先着５組）
日時：10/13 ㊋ 10:30 ～ 11:00
●村上貴美子先生の心を育てる簡単料理　
※要申込（先着 7組）※託児あり
日時：11/2 ㊊ 10:00 ～ 13:00　　場所：飯盛野教会
持ち物：水筒、三角巾、エプロン、マスク
参加費：500 円
●ピアノコンサート（加門隆太朗・祐香里ご夫妻）
※要申込
日時：11/11 ㊌ 10:30 ～ 11:30　　場所：飯盛野教会
対象：0～ 3歳の未就園児親子
申込・場所：愛の光こども園

愛の光キッズ　☎㊽ 2733

健診名 日 備考
2 カ月児健診 10/22 ㊍

健診につきましては、対象者の皆さまに個
別でご案内します。

4 カ月児健診
10/  6 ㊋
11/10 ㊋

1 歳 6 カ月児健診 10/13 ㊋
3 歳児健診 10/20 ㊋
乳幼児保健相談（予約制） 10/  8 ㊍

予約制のため、ご希望の方は健康課まで
ご連絡ください。感染症予防のため、内
容を変更する可能性があります。詳細は
ホームページをご確認ください。

離乳食講習会初期
（予約制・定員 5 名） 10/19 ㊊

ﾌﾟﾚﾏﾏ教室ﾊﾟｰﾄ1（予約制） 10/  9 ㊎
ﾌﾟﾚﾏﾏ教室ﾊﾟｰﾄ2（予約制） 11/13 ㊎

2 歳児食と歯の教室 10/21 ㊌ 令和 2 年度の教室は、感染症予防のため
中止とします。

●赤ちゃんのひろば（※ほくぶキッズは10/29（木）開催）
日時：10/8（木）10:30～11:30
対象：R2/4/2以降生まれの子どもとその親
内容：赤ちゃんとのスキンシップ遊びや親同士の交流など
●子どもと絵本を楽しもう（要申込）
日時：10/19（月）10:30～11:30（0歳から参加可能）
講師：加西市立図書館職員
定員：12組（10/1(木 )9時から受付）
申込・場所：ぜんぼうキッズ（善防公民館内）

ぜんぼうキッズ　☎ FAX㊽ 3404

●親子でたのしむ３Ｂ体操　※要申込（先着 12組）
日時：10/14（水）10:30～11:30（0歳から参加可能）
●母のリフレッシュ講座　※要申込（先着 12組）
～ストレッチポールでリラックス～
日時：10/23（金）10:30～11:30
対象：産後５年未満の方（子ども同伴可）
●ハロウィンごっこ　※要申込（先着 20組）
～北条高校生と一緒に楽しみましょう～
日時：10/28（水）10:30～11:30（0歳から参加可能）
●母と子のリトミック教室　※要申込（先着 12組）
日時：10/30（金）10:30～11:15（0歳から参加可能）
※受付開始：10/1（木）9時から
申込・場所：ほくぶキッズ（オークタウン加西内）

ほくぶキッズ　☎ FAX㊹ 0719

※状況により予定が変更になることがあります。
詳しくはイーナカサイアプリでご覧いただけます。


