９

の

種

相

法律相談（予約が必要）
日時 ９月６日（火）、20日（火）
		
10：00〜12：00
		
９月12日（月）、26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 ９月８日（木）
		
13：00〜15：00
場所 福祉しあわせセンター

談
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

おたんじょうび

おめでとう

天気に恵まれ最高でした！！

播磨幼稚園

東はりま特別支援学校

母子家庭相談（予約が必要）
日時 ９月14日（水）、28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 ９月26日（月）13：30〜16：00
場所 福祉しあわせセンター

６月29日～７月１日の２泊３日の日程で、東京方面
へ修学旅行に行ってきました。
初日は品川駅解散でのクラス活動、２日目はＴＤＬ
での班別行動、３日目はソラマチで買い物をし、スカ
イツリー見学という行程でした。
初日のクラス別東京自由研修では、どのクラスも事
前に予定していた行程をこなし、公共交通機関を乗り
継ぎ、20時30分までには新浦安のオリエンタルホテ
ル東京ベイに到着し、疲れは見られたものの充実した
研修ができた様子でした。
ＴＤＬでも班行動をとり、ゆったり行動班から絶叫
マシン克服班まで、班ごとに満足できる１日を過ごし
ました。
３日目のソラマチ見学では、スカイツリーに昇り、
その高さと揺れに驚きながら、正に東京を空から見て
きました。
何よりよかったのは、
強い陽射しや雨に影響を
受けずに３日間過ごせた
ことであったと思いま
す。生徒全員が心から楽
しめた修学旅行であった
と思います。

９月１日より

警報発令による学校、幼稚園
の対応が変わります
●午前７時に「警報」が播磨町に発令されていると
きは、その日を臨時休業とします。
●「警報」とは、
「大雨」
「洪水」
「暴風」
「暴風雪」
「高潮」
「波浪」「大雪」をさします。
●これまでの10時での判断はなくなりました。
▶問合せ

学校教育グループ
☎０７９（４３５）０５４５
家庭教育コラム
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その他

│ 家庭でできること │

播磨町家庭教育推進委員会

〈「学ぶ力」「学ぶ姿勢」を

身につけるために〉

【家庭学習は、とても重要】

【小学５・６年生 ①】

●課 題 を 見 つ け 学 習 に 取 り 組 む

習慣を身につけよう

学習習慣を身に付けるために

は、リズムのある生活が大切です。

小 学 校 ５・６ 年 生 は、今 一 度、

生 活 習 慣 を 見 直 し、計 画 的 に 学

習を進めるようにしましょう。

目標を決めて努力できるよう

に、周 囲 の 人 か ら の 声 か け な ど

の励ましが

必要です。

播磨町の教育

播磨南中学校３年
今井 幸穂さん

分

60

●一日の家庭学習時間のめやす

小学５・６年生

●保護者の皆様へ

○自信を持たせるとともに、子ど

その他

▶日時 9月16日（金）14：00 ～ 16：00
▶場所 姫路市市民会館第１教室
▶対象者 ①旧軍人で、実際に軍人としての在職期間が３
年以上の方またはその遺族②軍人期間中に公務または勤務
関連などにより傷病を受け、現在もこれらの傷病による後
遺症のある方③実在職年がはっきりしないが軍人期間のあ
る方またはその遺族
▶問合せ 相談会について
兵庫県生活支援課恩給援護班係 ☎０７８（３６２）３２０４
この記事について
福祉グループ ☎０７９（４３５）２３６２

もの自 尊 感 情 を育てるように、

●播磨地域（予約不要）

広報はりま８月号に掲載した人権ポスターについ
て、絵とお名前が間違えて掲載されましたので、訂正
してお詫び申し上げます。正しくは、下記の通りです。
申し訳ございませんでした。

認め励ましていきましょう。

兵庫県では、県内に居住する旧軍人の方や遺族に対する
恩給などの失権を防止するため次の日程・開催場所にて軍
事恩給等援護制度相談会を開催します。

お詫びと訂正

播磨中学校３年
松下 愛華さん

播磨町の教育

軍人恩給等援護制度相談会の開催

プログラム１番。６月生まれの誕生児12人に、心を
込めて誕生日の歌をプレゼントします。全園児に「お
めでとう」と言ってもらった誕生児は、「ありがとう」
とニコニコ笑顔。次は、自分のクラスや名前、大きく
なったら何になりたいかを皆の前で話します。マイク
をしっかりと握りしめ、たくさんの友達の前で最後ま
で伝えようとする姿は、とても素敵でした。
誕生日を迎え、みんなにお祝いしてもらうことで、
一人ひとりの自信につながっています。「次は、ぼくか
な。私かな」と自分の誕生日を楽しみにしている子ど
もたち。毎月、楽しく素敵な誕生会にしていきたいです。

高等部３年

保健と健康

保健と健康

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
地域ふれあい介護相談
◎南部子育て支援センター
日時 ９月21日（水）10：00〜12：00
日時 毎週月〜土曜日10：00〜16：00
場所 あっぷるグループホーム播磨
電話相談・問合せ
		
（野添401-3）
☎０７９
（４３７）４１８８
申込み・問合せ
☎０７８（９４４）１７９９
臨床心理士による子育て相談
予約が必要です。
福祉相談
◎北部子育て支援センター
日時 ９月７日（水）
、21日（水）
日時 ９月７日（水）13：30〜15：30
13：30〜16：00
申込み・問合せ
場所 福祉しあわせセンター
☎０７８
（９４４）０７１７
知的障がい者（児）相談
日時 毎月第２火曜日 13：00〜14：30 ◎南部子育て支援センター
日時 ９月14日（水）13：30〜15：30
場所 石ヶ池公園パークセンター
申込み・問合せ
身体障がい者相談
☎０７９（４３７）４１８８
【相談員】
（敬称略）
子どもの悩み相談
政本 和子【古宮】
日時 毎週月〜金曜日
☎・ ０７９（４３７）００３７
		
９：00〜16：00
※☎・ はNPO法人アエソンにかかります。
場所 役場第２庁舎３階
加藤 和子【北本荘】
		
ふれあいルーム（電話可）
☎・ ０７９（４３７）６４１７
☎０７９（４３７）４１４１

神戸地方法務局と兵庫県人権擁護委員連合会では
９月５日から11日までを全国一斉「高齢者・障害者
の人権あんしん相談」強化週間と定め、高齢者・障
がい者をめぐる人権問題の解決を図るために常設電
話相談の受付時間を延長し、土・日曜日にも相談を
お受けしています。相談は無料で、秘密は守られます。
▶日時 ９月５日（月）～９日（金）８：30 ～ 19：00
９月10日（土）、11日（日）10：00 ～ 17：00
▶相談番号 ☎０５７０（００３）１１０
▶相談員 人権擁護委員、法務局職員
▶相談内容 高齢者・障がい者をめぐる人権問題
▶問合せ 神戸地方法務局人権擁護課
☎０７８（３９２）１８２１

きゃんぱすだより

催し ＆ 施設ガイド

催し ＆ 施設ガイド

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）

全国一斉｢高齢者・障害者の人権
あんしん相談｣強化週間

広報はりま 28.9
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行政相談
日時 ９月26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 毎月第２木曜日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
休日納税相談窓口
日時 毎月第４日曜日
		
9：00〜12：00
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）
税理士会の税務相談（予約が必要）
日時 ９月６日（火）、13日（火）、
		
20日（火）
、27日（火）
		
13：30〜16：30
場所 加古川税理士会館
問合せ  近畿税理士会加古川支部
☎０７９（４２１）１１４４
税務相談（予約が必要）
日時 ９月２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
起業・開業相談（予約が必要）
日時 ９月９日（金）13：00〜15：00
場所 播磨町商工会館
対象 開業予定者及び開業まもない方
申込み・問合せ  播磨町商工会
☎０７９（４３５）１６３０

月
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