播磨ふれあいの家だより
やぎのユキちゃんが
お嫁入りしました
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近隣情報
『竹田城跡のライトアップ』

和室でのお泊りを快適に

消費生活・多重債務相談
日時 毎週月〜金曜日
（祝日除く）
９：00〜16：00
場所 住民グループ
※月・火・木曜日は消費生活相談員
が対応します。
電話相談・問合せ
☎０７９（４３５）１９９９
司法書士による多重債務相談（予約が必要）
ローンやクレジットの返済でお困りの
方はご相談ください。
日時 ３月12日(木) 13：30〜15：30
場所 中央公民館
申込み・問合せ
消費生活相談コーナー
☎０７９（４３５）１９９９
納税と相談
日時 毎月第４日曜日
9：00〜12：00、13：00〜17：00
場所 税務グループ（中央公民館側通
用口をご利用ください）
税務相談（予約が必要）
日時 ３月６日(金) 13：00〜15：00
場所 播磨町商工会館
対象 商工業者
申込み・問合せ 播磨町商工会
☎０７９（４３５）１６３０
法律相談（予約が必要）
日時 ３月３日(火)、17日(火)
10：00〜12：00
３月９日(月)、23日(月)
18：00〜20：00
場所・申込み 中央公民館
（窓口での申込順。電話予約不可）

心配ごと相談
日時 毎週火曜日（祝日除く）
13：00〜16：00
場所 福祉しあわせセンター
困りごと相談
日時 ３月12日(木)、26日(木)
13：00〜15：00
場所 福祉しあわせセンター
人権相談（常設相談）
日時 毎週月〜金曜日
（祝日除く）
８：30〜17：15
場所 神戸地方法務局加古川支局
☎０５７０（００３）１１０
（全国共通ナビダイヤル）
地域ふれあい介護相談
日時 ３月14日(土)
10：00〜12：00、
13：00〜15：00
場所 あっぷるグループホーム播磨
（野添401-3）
問合せ あっぷるグループホーム播磨
☎０７８（９４１）１５３０
日時 ３月18日(水) 10：00〜12：00
場所 CHIAKIほうずき播磨
（東野添２丁目18番６号）
問合せ CHIAKIほうずき播磨
☎０７８（９４９）１５６６
福祉相談
日時 ３月４日(水)、18日(水)
13：30〜16：00
場所 福祉しあわせセンター
知的障がい者（児）相談
日時 毎月第２土曜日 10：00〜11：30
場所 石ヶ池公園パークセンター

３月は自殺対策強化月間です

子育て相談（事前問合せ必要）
両施設で来所相談を行っています。
（祝日除く）
◎北部子育て支援センター
日時 毎週月〜土曜日10：00〜16：00
電話相談・問合せ
☎０７８（９４４）０７１７
◎南部子育て支援センター
日時 毎週月〜土曜日10：00〜16：00
電話相談・問合せ
☎０７９（４３７）４１８８
臨床心理士による子育て相談
予約が必要です。
◎北部子育て支援センター
日時 ３月４日(水) 13：30〜15：30
申込み・問合せ
☎０７８（９４４）０７１７
◎南部子育て支援センター
日時 ３月11日(水) 13：30〜15：30
申込み・問合せ
☎０７９（４３７）４１８８
子どもの悩み相談
日時 毎週月〜金曜日
９：00〜16：00
場所 役場第２庁舎３階
ふれあいルーム（電話可）
☎０７９（４３７）４１４１

▶相談先
○こころのケア相談（専門医による相談・予約制）
加古川健康福祉事務所 地域保健課
☎079（422）0003
○兵庫県立精神保健福祉センター（こころの健康電話相談）
☎078（252）4987
○はりまいのちの電話 14：00〜深夜１：00
☎079（222）4343
○兵庫県いのちと心のサポートダイヤル
月〜金曜日(18：00〜翌８：30)、土・日曜日、祝日（24
時間）
☎短縮ダイヤル ＃7500
ダイヤル電話、携帯電話、IP電話、ＰＨＳの方は
☎078（382）3566
○いのちの電話フリーダイヤル
毎月10日(８：00〜翌日８：00) ☎0120（738）556

その他

わが国の年間の自殺者数は、平成10年より平成23年まで
14年連続して３万人を超えており、平成24年度以降は3万人
を下回っておりますが、自殺者数は２万７千人以上であり依
然として多い状況です。
自殺の動機は、健康問題が最も多く、次いで経済・生活問
題、家庭問題、勤務問題、男女問題、学校問題、その他の順
になっています。自殺を考えている人は悩みをかかえながら
もサインを発しています。そのサインに周囲の人が気づき、
早期に適切な相談先や治療につながれば、大切ないのちを守
ることができます。
あなたの周りに一人で悩みを抱えている人がいないでしょ
うか、もし気になる人がいたら、右記のような相談先があり
ますので、一度利用してみるよう声を掛けてみてください。

母子家庭相談（予約が必要）
日時 ３月11日(水)、25日(水)
10：00〜16：00
場所・申込み 福祉グループ
主任児童委員による子育て相談
日時 ３月23日(月) 13：30〜16：00
場所 福祉しあわせセンター

播磨町の教育

身体障がい者相談
【相談員】
（敬称略）
政本 和子【古宮236番地の４】
☎・ ０７９（４３７）００３７
※☎・ はNPO法人アエソンにかかります。
加藤 和子【北本荘１丁目３番13号】
☎・ ０７９（４３７）６４１７

障がい福祉なんでも相談室
場所 福祉しあわせセンター
知的障害 毎週火曜日 10：00〜12：00
身体障害 毎週木曜日 10：00〜12：00
精神障害 毎週金曜日 10：00〜12：00
※祝日を除きます。
申込み 電話で予約が必要です
☎０７９（４３５）２３６１

保健と健康

不用品の訪問買取に
ご注意を

あんぜん・あんしん
暮らしのメモ帳

す︒クーリングオフ期間中︑
消費者は売った品物を手元で
保管することができます︒一
度引き渡してしまうと取り返
すことは困難ですので︑すぐ
に引き渡さず︑価格や条件も
含め︑じっくり検討してくだ
さい︒訪問や電話で勧誘を断
った場合︑同じ業者からの再
勧誘は禁止されています︒
電話での勧誘を断ったにも
関わらず︑来訪された場合は︑
直接会わずにインターフォン
しつよう
越しに対応し︑執拗に勧誘さ
れたら警察に連絡してくださ
い︒
その他の消費生活に関する
相談や︑多重債務などの悩み
ごとも︑お気軽にご相談くだ
さい︒

ご相談は⁝ お電話ご来所ど
ちらでもご相談ください︒
ご来所の場合は︑住民グル
ープ⑥番窓口にお声掛けくだ
さい

その他

▼相談日時 祝日を除く毎週
月 〜 金 曜 日 午 前 ９時 〜 午 後
４時
※毎週月・火・木曜日には専
門の相談員が相談に応じます︒
▼電話相談・相談予約
播磨町消費生活相談コーナー
☎ ０ ７ ９︵ ４ ３ ５ ︶ １ ９ ９ ９

播磨町の教育

古着などの不用品を買い取
りたいと電話があり︑業者が
来訪すると貴金属を強引に買
い取られたという相談が寄せ
られています︒
業者が訪問買取をしようと
するときは買い取りの勧誘に
先立って︑買取業者の氏名ま
たは名称︑買い取りのために
訪問する目的である旨及び買
い取る物品の種類を明らかに
しなければなりません︒
買取業者は︑買い取り時に
品目や価格など法律で記載が
定められた︑書面を消費者に
交付する義務があります︒ま
た︑消費者は書面を受け取っ
た 日 を 含 め て ８日 間 以 内 で あ
ればクーリングオフができま

保健と健康

和室にお泊りになったお客さまから、「お布団
が少し薄くて腰が痛かった」というお声をいただ
きました。
ふれあいの家ではそんな方々にお応えして、心
地よい睡眠をしていただくためにマットレスを購
入し、敷布団の下に敷くようにいたしました。
２枚の敷布団で心地よい睡眠をしていただける
ものと思います。

行政相談
日時 ３月23日(月) ９：30〜11：30
場所 中央公民館

催 し ＆施 設 ガ イ ド

催 し ＆施 設 ガ イ ド

12月11日〜３月
19日までの期間、竹
田城跡への登城が禁
止されていますが、
地元の観光関連業者
にとっては観光客の
激減で意気消沈しています。
しかし、このまま何もしないでいるのも…とい
うことで、商工会が主体となり「竹田城跡ライト
アップ」（２月28日まで）が行われています。

３ 月 の 各 種 相 談

情報のページ

情報のページ

但馬牧場公園から生後６ヵ月のときにいただい
た「ユキ」が２年間という期間、癒し担当社員と
して裏庭の社宅（小屋）で暮らしていましたが、
１月の終わりごろに嫁いでいきました。
２年間かわいがってくれた皆さま、本当にあり
がとうございました。
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ご予
ご
ご予約・お問合せ
予約 お 合せ
合せ
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