広報あかし

平成29年（2017年）11月15日

1249号

情 報 アラカルト
し主催 じ日時 ば場所 な内容 た対象 い定員 もお申し込み
ひ費用（記載のないものは無料）
先着順
応募多数時抽選
とお問い合わせ（電話で記載のない市外局番は 078）

地区計画原案を縦覧
大道町地区・大蔵海岸通地区・二見
町西二見地区の地区計画の変更原
案を縦覧します。区域内の土地所有
者などの利害関係者で意見のある
人は、12月６日までに都市総務課
（市
役所本庁舎7階）
へ
じ11月29日までの執務時間内、市
ホームページでも閲覧可
と都市総務課
（t918-5037 f
918-5109）

あかし子育て応援メッセ
じ11月18日午前10時～午後3時
ばパピオスあかし
（２階・
５階）
な▶あかし子育て応援企業ブース
＝家族写真の無料撮影会、絵手紙教
室など。風船や足型のプレゼントあり
（2階・あかし市民広場） ▶特設遊
び場＝木のボールプール、手づくりお
もちゃなど
（5階・あかしこども広場）
▶無料子育て相談＝助産師、臨床心
理士による子育ての悩み相談
（5階・
団体活動室）
ひ無料
（企業ブースは一部有料）
も不要、直接会場へ
と子育て支援課
（t918-5597
f918-6191）

子育てわいわいトーク
じ12月8日午前10時～11時30分
ばあかしこども広場
（パ
ピオスあかし5階）
な座談会、助産師のお
話、ふれあい遊びなど
た市内在住で、第1子が平成29年8
月～9月生まれの乳児と母親
い12組
も 子 育て支 援センター（t 9 1 8 5597 f918-6191）
プレイルー
ム受付か電話で。

ペットが迷子になったら
ペットが迷子になっても
｢そのうち自分で戻ってく
るだろう｣と思っていませんか？ペッ
トは自分で家に帰ることはできませ
ん。ペットがいなくなったら、すぐに
動物愛護センター三木支所と最寄り
の警察署に連絡しましょう。
お問い 合 わせ／ 同センター（三 木
市志染町窟屋1242-48
t0794-84-3050 平日
午前9時～午後5時45分）
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女性のためのチャレンジ相談

平成29年分 年末調整説明会

じ12月3日①午後2時～ ②午後3
時～ ③午後4時～
ばウィズあかし
（アスピア明石北館7階）
な女性コンサルタントによる個別相
談
た再就職・起業・地域活動などを希望
する女性
い3人
（各回1人50分）
も11月18日からウィズあかし(t
918-5603)で電話で受け付け。1歳
半～就学前の子どもの一時保育あり
（保険料100円・要予約）
。

じ11月22日午前10時～正午、午後
1時30分～3時30分
ば子午線ホール
（アスピア明石北館
９階） ※公共交通機関で来場を
と明石税務署源泉担当（t9212261）

明石フィルハーモニー管弦楽団
クリスマスコンサート
し・と明石フィルハーモニー協会
（t
918-5085）
じ12月3日午後2時～
ば市民会館大ホール
なクリスマスメドレーなど
ひ一般＝前売り1000円
（当日1200
円）
、高校生以下＝前売り500円
（当
日600円）
チケット／市民会館、西部市民会館、
観光案内所、文化芸術創生財団、イ
ープラスで販売中

子育て支援センターの催し
▶子育て支援センターにしあかし
（t・f965-6847）
12/14
親子ふれあい遊び
11:00～11:30
12/22
親子リトミック
（クリスマス
10:00～10:30 コンサート）
12/13・28
9:00～16:00

12月1日は｢世界エイズデー｣
－特例HIV検査（無料・匿名）
－

身体測定

(野々池コミセン)親子でリ
12/15☆
フレッシュヨガ・絵本と子育
10:00～11:45
ての部屋ミニ・身体測定

HIV感染は、早期発見することでエイ
ズの発症を防ぐことができます。検
査は｢無料・匿名｣で受けることがで
き、即日結果が出ます。気になったら
まず検査を受けましょう。
じ特例検査12月1日午前9時15分
～10時15分受け付け
ば明石健康福祉事務所
も11月30日までに同事務所（t
917-1627 f917-1138）
で要
予約

（サンライフ明石）
親子ふれ
12/27☆
あい遊びミニ・身体測定・
10:00～11:45
プレイルーム

▶子育て支援センターおおくぼ北
（t・f203-9624）
12/1
親子リトミック
10:30～11:00
12/11
ベビーマッサージ ※A
10:30～12:00
12/26
おっちゃんの紙芝居
10:30～11:00
12/6☆
（高丘コミセン）
絵本と子育
10:00～11:45 て・身体測定・プレイルーム

赤い羽根共同募金に
ご協力を

（山手小コミセン）親子ふ
12/26☆
れあい遊び・身体測定・プ
10:00～11:45
レイルーム

市共同募金委員会では、地域の福祉
活動推進のための赤い羽根共同募
金を行っています。皆さんのご協力を
お願いします。
と同委員会事務局（社会福祉協議
会内 t924-9105 f9249109 m akaihane-akashi@
akashi-shakyo.or.jp）

▶ 子 育 て 支 援 センターうお ず み
（t・f203-8494）
12/4
親子ふれあい遊び
11:00～11:30
12/13
親子リトミック
11:00～11:30
子育て相談・ことばのひろ
12/27
ば（10:30～）
きいてみよ
10:00～16:00
う・楽器あそび
（浜西コミュニティプラザ）
12/5☆
親子ふれあい遊び・身体測
10:00～11:45
定・プレイルーム
（魚住市民センター）絵本
12/19☆
と子育て・身体測定・プレイ
10:00～11:45
ルーム

しふるーつばすけっと
も直接会場へ
（☆は出張ひろば）
※Ａ 12/1～予約受け付け、先着
10人、オイル代100円

福祉活動費用をサポートします
（市社会福祉協議会善意銀行）
平成29年度内に市内で行う福祉活
動や事業に必要な費用の一部をサ
ポートします
（一事業上限10万円）
。
詳細は同協議会ホームページで確認
または問い合わせを。
も12月8日までに市社会福祉協議会
（t924-9105 f924-9109 m
shakyo@city.akashi.lg.jp）
へ持参
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兵庫障害者職業能力開発校
オープンキャンパス見学会
じ12月5日午後1時15分～3時
ば兵庫障害者職業能力開発校
（伊丹
市）
な概要説明、施設および授業見学
た身体障害者、保護者、支援関係者
など
も12月1日までに同校
（t072-7823210 f072-782-7081）
へ

平成29年度 市社会福祉協議会
正規職員・契約職員
職種・募集人数／①保健師または看
護師・１人 ②主任介護支援専門員・
３人 ③社会福祉士ほか（管理職１
人・一般職４人） ④事務職員・１人
⑤契約職員
（介護支援専門員・3人）
試験日／①〜④＝12月9日、17日
⑤＝12月９日
ば総合福祉センター
も12月5日までに持参か郵送
（12月
４日必着）
で市社会福祉協議会総務係
（〒673-0037 貴崎1-5-13 t
924-9105 f924-9109 m
shakyo@city.akashi.lg.jp）
へ
※詳細は同協議会ホームページで
確認を

エクササイズで健康度アップ教室
～SP21（健康ソムリエプロジェクト）～
じ12月20日午前9時30分～11時
ば大久保南小コミセン
なお楽しみ会、サザエさん体操、明
石焼体操など
も直接会場へ
と健康推進課
（t918-5657 f
918-5655）

戦没者等のご遺族対象
第10回特別弔慰金の請求は
お済みですか
戦没者等のご遺族で、平成27年4
月1日現在、公務扶助料や遺族年金
などを受ける人
（戦没者の妻や父母
など）がいない場合、戦没者死亡当
時の三親等内親族のうち、先順位者
1人に特別弔慰金を支給します。該
当する人で、まだ請求されていない
場合はご請求を。
請求期間／平成30年4月2日まで
支給内容／額面25万円、5年償還の
記名国債
お 問 い 合 わ せ ／ 福 祉 総 務 課（t
918-5025 f918-5106）

