
行政相談
 日時 ４月27日(月) ９：30～11：30
 場所 中央公民館
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 ４月９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 ４月３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
税理士会の税務相談（予約が必要）
 日時 ４月７日(火)、14日(火)

 21日(火)、28日(火)
 13：30～16：30

 場所 加古川税理士会館
（加古川税務署の北側）

 問合せ 近畿税理士会加古川支部
 ☎０７９（４２１）１１４４
　10：00～17：00（受付）
　（土・日、祝日、夏季休暇、
　　年末年始除く）

法律相談（予約が必要）
 日時 ４月７日(火)、21日(火)
  10：00～12：00
  ４月13日(月)、27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 ４月９日(木)、23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）

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
母子家庭相談（予約が必要）
 日時 ４月８日(水)、22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 ４月27日(月) 13：30～16：00
 場所 福祉しあわせセンター
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 ４月１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 ４月８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

４４４４４４４４４ 月月月月月月月 のののののの 各各各各各各各 種種種種種種種 相相相相相相相相 談談談談談談談談月 の 各 種 相 談

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
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

福祉相談
 日時 ４月１日(水)、15日(水)

 場所 福祉しあわせセンター
13：30～16：00

地域ふれあい介護相談
 日時
 場所 小規模多機能型居宅介護

 みんなの家（宮北1丁目6番6号）
 問合せ みんなの家
　☎０７９（４３７）１００２

 ４月15日(水) 10：00～12：00

JR「神戸駅」徒歩３分
神戸クリスタルタワー13階
▶相談　月～金曜日　※事前予約制です。
　10：00～12：00、13：00～16：00
▶相談の種類　一般相談（離婚、相続、損害
賠償、金銭トラブル、不動産など民事全般）。
クレジット・サラ金相談

借金、離婚、労働、相続…。
　悩みを抱えているけど、「どこに相談したらいいか分から
ない」「身近に弁護士がいない」「弁護士や司法書士を頼む
費用が心配」

　そのようなときはまず「法テラス」にお電話を。法的トラ
ブルの解決に役立つ法制度や適切な相談窓口をご案内し、ト
ラブル解決のお手伝いをします。経済的に余裕がない方には、
無料の法律相談や弁護士・司法書士費用の立替えも行ってい
ます。どうやって解決したらよいか分からない、どこに相談
したらよいか分からない、また、法的トラブルかどうか分か
らない、そんなときも、まずは法テラスにお電話ください。

法テラス兵庫
☎050（3383）5441
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☎079（678）1481播磨ふれあいの家だより
４月のお花見会　参加者募集！

　今年は竹田城跡を
眺められるビュース
ポット「立雲峡」で、
桜と竹田城跡を満喫
していただこうと考
えています。多少山
道を歩いていただく

ことになりますので、靴は歩きやすいもので滑り
止めがあるものを着用してください。（桜の開花
時期は毎年同じではありません。したがって、桜
の開花状況でお花見場所を変更することがありま
すのでご了承ください）
▶出発日　４月７日（火）、9日（木）、10日（金）、
14日（火）
※雨天の場合、弁当は播磨ふれあいの家でお召し
上がりいただき、食事の後は付近の桜をお楽しみ
ください。
▶費用　3,500円／人（最低催行人員10人）

 ５月の藤棚見学会　参加者募集！
　毎年恒例となり
ました藤棚見学で
す。全長500ｍに
も及ぶ藤棚は圧
巻！カメラはぜひ
持参ください。特
にマニアの方には

たまらない情景です。
▶出発日　５月７日（木）、11日（月）、13日（水）、
15日（金）
▶費用　4,000円／人（最低催行人員10人）

※昼食は播磨ふれあいの家でお召し上がりくださ
い。

　「播磨町の季節の話題を探
しています。海のお話を聞か
せてください」と、播磨町漁
業協同組合の武田靖弘さんに
お話しを伺いました。
　「４月初めやったらイイダ
コかな。今、イイ（卵）がだ
んだんいっぱいになってきよ
るところや」と、見せていた
だいたイイダコは、頭がふっ
くらしています。春が産卵の
季節なので、３月末にはパンパンに詰まってくる
そうです。
　「金の輪の模様がキレイに見えとるやろ？」と
いわれて、よく見ると目より下に左右１つずつ、
偽の目玉のように見える模様があります。イイダ
コの特徴だそうです。

　大アサリなどの二枚貝のし
かけの中にイイダコが入り込
む漁をするところもあります
が、古宮漁港で水揚げされる
イイダコは、底曳網を使う漁
です。大中遺跡からも播磨町
古宮沖の海底からもイイダコ
ツボが見つかっていることか
ら、このあたりの海では、古
くからイイダコが捕れていた
と考えられていますが、近年

の漁獲量は減っているそうです。
　捕れる量は少なくても、播磨町の前に広がって
いる海は、季節ごとにいろいろな魚介が捕れる豊
かな海なのです。
▶問合せ　播磨町漁業協同組合
☎０７８（９４２）１９１２

≪行程≫
土山駅10：00→播磨町役場10：10→各コミセン→
市川ＰＡ11：00～11：10→ふれあいの家11：40→
立雲峡12：00～13：30（昼食・弁当）→竹田桜並
木→海鮮せんべい14：15～14：45→フレッシュあ
さご15：15～15：45→各コミセン→播磨町役場→
土山駅17：30

≪行程≫
土山駅10：00→播磨町役場10：10→各コミセン→
市川ＰＡ11：00～11：10→ふれあいの家11：45～
12：30→大町藤公園13:15～14:30→但馬のまほろ
ば15:00～15:30→各コミセン→播磨町役場→土山駅
17:30

お申込みは…播磨ふれあいの家☎０７９（６７８）１４８１
【企画】㈱ドリーム観光サービス　兵庫北営業所（社団法人日本旅行業協会）旅行取引登録番号　兵庫県知事登録第2-580号

イイね！春を告げる播磨灘のイイダコ旬まちの

▲古宮漁港の西にある活けすで撮影（３月９日）

そこびき
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