忘・新年会はぜひ、播磨ふれあいの家で！

料理は豊富な品揃えからお選びください
●多々良木会席
●せせらぎの森会席
●うつぎの花会席
●ささゆり会席
●但馬会席
●かに会席

▶申込み・問合せ

4,320円
4,860円
5,400円
7,560円
5,400円
7,560円
7,020円
8,100円
9,720円

送迎バスをご利用ください（事前に申し込みが必要です）
日帰りの場合、10人以上でお願いします。貸切とさせて
いただきます。お泊りの場合、ご人数に関係なく下記の時
刻でご利用ください。

土山駅南口
播磨町役場
東加古川駅南口

お迎え
お送り
１便
２便
１便
２便
11：50 15：50
12：00 16：00 10：00 14：30
12：15 16：15

播磨ふれあいの家☎０７９（６７８）１４８１

朝来市多々良木1244-1

自己主張

な～れ
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☎０７９（４３５）１９９９

休日納税相談
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 毎週火曜日
		
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 12月７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 12月14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人
申込み・問合せ 播磨町商工会
☎０７９（４３５）１６３０

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 毎日
場所 特別養護老人ホームあえの里
弐番館（宮北1-6-15）
申込み・問合せ
☎０７９（４３６）６００１
福祉相談
日時 12月５日（水）
、19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
精神障がい者（児）相談
発達障がい者（児）相談
日時 毎月第２火曜日 13：00〜14：30
場所 福祉会館

談
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
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 12月12日（水）、26日（水）
		
10：00〜15：00（終了時間）
場所・申込み 福祉グループ
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 12月５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 12月12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 月・火・木・金
		
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

兵庫県の行財政構造改革 目標達成!
新たな行財政運営方針等を策定

兵庫県では、阪神・淡路大震災で悪化した財政を立て直すため、平成
30年度を目標年度に県民の皆さまと共に行財政構造改革に取り組み、全
ての項目で概ね目標を達成できる見込みとなりました。
しかし、今後も厳しい財政環境が続くことから、適切な行財政運営を
進めていくため、新たな条例と行財政運営方針を策定しました。今後は、
この方針などに基づき行財政運営に取り組んでいきますので、引き続き
ご理解とご協力よろしくお願いいたします。
取り組み内容の詳細は県ホームページに掲載しています。「兵庫 行財政運営」で検索してください。
▶問合せ 兵庫県新行政課☎078（362）3045
078（362）9478
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その他

しまうから回避したいとい
う思いも生まれます。こだ
わりをやめさせようと注意
したりすると、大抵の場合
うまくいきません。その子
にとっては、とっても大切
なことなのです。
子どもと向き合う具体策
としては、いったん子ども
の気持ちを受け止めてあげ
る。そ し て、子 ど も に 理 解
できるように「〜したいの
ね」
「〜と言いたいのね」と、
まずは、子どもの気持ちを
言 葉 に し て あ げ ま し ょ う。
自分の気持ちが分かっても
らえたというだけでも、子
どもの気持ちは安定します。
また、気持ちが切り替えら
れるように、違うものに意
識を持っていくのも一つの
方法と思います。抱きしめ
てスキンシップをする。
「ダ
メ」と い う 言 葉 は、最 小 限
にしたく思います。
自己主張が強いと扱いに
くい面もありますが、子ど
もは、ママの言葉がけひと
つで、いい方向にいくもの
です。人に迷惑をかけるこ
とがないのなら、ある程度
は大目に見てあげる余裕が
あってもいいのではないで
しょうか。
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法律相談（予約が必要）
日時 12月４日（火）、18日（火）
		
10：00〜12：00
		
12月10日（月）、25日（火）
		
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
司法書士による多重債務相談（予約が必要） 		
場所
福祉しあわせセンター
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。
困りごと相談
日時 12月３日（月）、13日（木）、
日時 12月13日（木）13：30〜15：30
		
27日（木）
場所 中央公民館
		
13：00〜15：00
申込み・問合せ
場所 福祉しあわせセンター
消費生活センター

兵庫県からのお知らせ
子育て支援センター

相

播磨町の教育

歩 行 が 確 立 し、自 我 が 芽
生える １〜 ２歳は、いろい
ろなことに興味を持つよう
になり、自己主張が強く出
てくる時期です。支援セン
ターの子育てトークの中で、
・お出かけするとき、お気
に入りの服しか着ない
・晴れていても、長靴を履
いていく
・ 今 日 は暑いから、帽 子 を
かぶっていこうね。
「いや」
・おもちゃを片付けようか
「いや」
思 う よ う に い か な い と、
かんしゃくをおこす子ども
さんもいます。本当に大変
と思うことがたくさんあ
り、落 ち 込 ん だ り、悩 ん だ
りすることがよくあると
の、話を聞きます。
マ マ か ら す れ ば、ど う し
てそんなことにこだわるの
か、こだわると長くなって

おおきく

種

保健と健康

●かも鍋
●寄せ鍋
●すきやき（和牛）
●すきやき（但馬牛）
●しゃぶしゃぶ（和牛+豚）
●しゃぶしゃぶ（但馬牛+豚）
●ぼたん鍋
●かにすき
●かにすき＆但馬牛ステーキ

女性、シニアに最適
当館の定番会席
せせらぎ会席に陶板焼（和牛）をプラス
陶板焼（和牛）が但馬牛のステーキにアップ
ささゆり会席に海鮮焼をプラス
11月～3月限定 蟹をメイン食材とした会席

各

子育て

【鍋物】

3,780円
4,860円
5,940円
7,560円
8,640円
6,480円

の

催し ＆ 施設ガイド

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
電話相談・問合せ
☎０７９（４３５）１９９９

1年は早いもので、もう師走となります。今年の締めくくりとし
て忘年会を計画しませんか？日帰りでも、あるいはお泊りでの歓
談などにご利用ください。送迎（無料）も勿論ご相談ください。
【会席料理】

行政相談
日時 12月25日（火）９：30〜11：30
場所 中央公民館

月

情報のページ

播磨ふれあいの家だより
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