４月のお花見会

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６日（日）、８日（火）、９日（水）、
10日（木）、13日（日）
▶費用 3,500 円（昼食代込み。藤公園の入場料は
含まれていません）
▶最低催行人員 10人
▶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 11：40～12：30→～チャーターバスに乗り換
え～大町藤公園 13：15～14：30→但馬のまほろば
15：00～15：30→播磨ふれあいの家～バス乗り換
え～各コミセン→播磨町役場→土山駅 17：30
※昼食は播磨ふれあいの家となります。

おおきく
な～れ

相

談

法律相談（予約が必要）
日時 ４月３日（火）、17日（火）
		
10：00〜12：00
		
４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）

子育て支援センター

広報はりま 30.4

その他

４月６日（金）は「交通安全意識を高める日」
、４月10日（火）は「交通事故死ゼロを目指す日」です。
交通事故防止のため、一人ひとりが交通ルールを守り、正しい交通マナーを習慣付けることを意識しましょう。
★重点項目
●子供と高齢者の安全な通行の確保と高齢運転者の交通事故防止
・横断歩道は歩行者優先です。思いやり運転で事故を防ぎましょう
・ライトはハイビームが原則です。また、早めのライト点灯などにより、横断歩行者などの早期発見に努めましょう
●自転車の安全利用の推進
・傘差し、スマートフォンやイヤホンを使用しながらの運転は危険なのでやめましょう
・自転車損害賠償保険への加入が条例で義務化されました。自転車を運転する方は必ず加入しましょう
●全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底
・後部座席を含めた全ての座席で装着しましょう
●飲酒運転の根絶
・飲酒運転「三ない運動」
（酒を飲んだら車を運転しない、運転する時は酒を飲まない、運転する人には酒を飲ませ
ない）を徹底しましょう
・ハンドルキーパー運動を実施しましょう
▶問合せ 危機管理グループ ☎079（435）0991

播磨町の教育

障がい福祉なんでも相談室
場所 福祉会館
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
消費生活・多重債務相談
精神障害 毎週金曜日 10：00〜12：00
日時 毎週月〜金曜日
（祝日除く）
※祝日を除きます。
９：00〜16：00
		
※４月１日から場所が変わりました
場所 住民グループ
申込み 電話で予約が必要です
電話相談・問合せ
心配ごと相談
☎０７９（４３５）２３６１
☎０７９（４３５）１９９９
日時 毎週火曜日（祝日除く）
母子家庭相談（予約が必要）
司法書士による多重債務相談（予約が必要） 		
13：00〜16：00
日時 ４月11日（水）、25日（水）
ローンやクレジットの返済でお困りの
場所 福祉しあわせセンター
		
10：00〜16：00
方はご相談ください。
場所・申込み 福祉グループ
困りごと相談
日時 毎月第２木曜日13：30〜15：30
子育て相談（事前問合せ必要）
日時 ４月12日（木）、26日（木）
場所 中央公民館
両施設で来所相談を行っています。
		
13：00〜15：00
申込み・問合せ
（祝日除く）
場所 福祉しあわせセンター
◎北部子育て支援センター
消費生活センター
人権相談（常設相談）
日時 毎週月〜土曜日10：00〜16：00
☎０７９（４３５）１９９９
日時 毎週月〜金曜日
（祝日除く）
電話相談・問合せ
休日納税相談
		
８：30〜17：15
☎０７８
（９４４）０７１７
日時 毎月第４日曜日
場所 神戸地方法務局加古川支局
◎南部子育て支援センター
		
9：00〜12：00
☎０５７０（００３）１１０
日時 毎週月〜土曜日10：00〜16：00
場所 税務グループ（中央公民館側通
（全国共通ナビダイヤル）
電話相談・問合せ
用口をご利用ください）
☎０７９（４３７）４１８８
地域ふれあい介護相談
税理士会の税務相談（予約が必要）
臨床心理士による子育て相談
日時 毎週金曜日
日時 ４月３日（火）
、10日（火）
、
予約が必要です。
場所 小規模多機能型居宅介護
		
17日（火）
、24日（火）
◎北部子育て支援センター
		
みんなの家（宮北1-6-6）
		
13：30〜16：30
日時 ４月４日（水）13：30〜15：30
申込み・問合せ
場所 加古川税理士会館
申込み・問合せ
☎０７９（４３７）１００２
問合せ  近畿税理士会加古川支部
☎０７８（９４４）０７１７
福祉相談
☎０７９（４２１）１１４４
◎南部子育て支援センター
日時 ４月４日（水）
、18日（水）
日時 ４月11日（水）13：30〜15：30
税務相談（予約が必要）
		
13：30〜16：00
申込み・問合せ
日時 ４月６日（金）13：00〜15：00
場所 福祉しあわせセンター
☎０７９
（４３７）４１８８
場所 播磨町商工会館
知的障がい者（児）相談
子どもの悩み相談
対象 商工業者
日時 毎月第２火曜日 13：00〜14：30
日時 毎週月〜金曜日
申込み・問合せ  播磨町商工会
場所 福祉会館
		
９：00〜16：00
☎０７９（４３５）１６３０
場所
役場第２庁舎３階
身体障がい者相談
起業・開業相談（予約が必要）
		
ふれあいルーム（電話可）
日時 毎月第４月曜日 10：00〜12：00
日時 ４月13日（金）13：00〜15：00
☎０７９
（４３７）４１４１
場所 福祉会館
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
行政相談
日時 ４月23日（月）９：30〜11：30
場所 中央公民館

４月６日（金）～15日（日）は春の全国交通安全運動期間です

の、感想を紹介させていた
だきます。
〈支援センターを利用して〉
季 節 の 行 事 を は じ め、劇
や 制 作、コ ン サ ー ト な ど、
普段できない体験をさせて
もらっています。子どもに
とって同世代の子たちと過
ごす良い機会になっていま
す。
先生方が子どもの性格を
よく観ていて、上手に声を
かけてくれる事もありがた
いです。
小さなことから困ったこ
とまで、相談にもたくさん
のっていただきました。
子どもの遊ぶ場所として
利用しはじめましたが、今
では親子でお世話になって
います。
ありがとうございました。
Ｎ・Ｕ

子 育 て は、な か な か 一 人
ではできないことです。子
どもと一緒にいろいろな経
験をする事で親も子どもも
成 長 で き る と 思 わ れ ま す。
子育てのつらさや楽しさを
みんなで分かち合い、ゆっ
たりと子育てをしていきま
しょう。
広報はりま 30.4

子育て支援センターに
遊びにきませんか

子育て支援センターでは、
毎月先輩ママたちに手伝っ
てもらいながら、子どもた
ちの身長と体重を「わくわ
くさろん・ニコニコさろん」
で量っています。体重計に
寝かされると、不安で泣き
出す子どもさんもいますが、
先輩ママたちは、上手にあ
やしながら量っていきます。
量 り 終 え た 後 は、マ マ た
ちのおしゃべりタイムです。
子育てで不安なことや、楽
しさをみんなで分かち合い、
話題によっては、保健師さ
んや栄養士さんからアドバ
イ ス を し て い た だ き ま す。
その後、センターの職員と
手遊びをしたり、絵本を読
んだりしています。
０歳 か ら ３年 間 支 援 セ ン
ターに参加されたママから
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保健と健康

播磨ふれあいの家☎０７９（６７８）１４８１

各

子育て

▶申込み・問合せ

参加者募集

の

催し ＆ 施設ガイド

今年は竹田の円山川堤防沿いにある桜並木で、お
弁当を広げてのお花見というの
はどうかと企画いたしました。
円山川のせせらぎや遠くの
山々、そして竹田の街並みを散
策していただければと思いま
す。（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 日（水）、5 日（木）、6 日（金）、9 日（月）
▶費用 3,500 円（昼食代込み）
▶最低催行人員 10 人
▶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→竹田 12：00 ～ 14：00（昼食・弁当、
お花見、まちなみ散策。送迎バスは「まちなか観光
駐車場」に駐車します）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
※雨天の場合の行程 ふれあいの家 11：40（レス
トランにて昼食）→12：30 出発→多々良木ダム周回
→竹田桜並木通り抜け（バスにて）→海鮮せんべい
13：30 ～ 14：00→フレッシュあさご 14：30 ～
15：00→各コミセン→播磨町役場→土山駅 16：30

５月の藤棚見学会

月

情報のページ

播磨ふれあいの家だより

４
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