▶問合せ

取扱店登録について

播磨町商工会☎079（435）1630

事業内容について

住民グループ☎079（435）2364

取扱店は随時募集中です。町ホームページまたは、店頭にあるポスターを目印にしてください。

健康と保健

日時／申込み・問合せ
場所
火〜土曜日 9：00 ～ 16：00（受付時間） 問 相 ☎︎079（430）6000
中央公民館な
ど
知的障がい者（児）相談
精神障がい者（児）相談 毎月第２火曜日 13：00 ～ 14：30（祝日は振替） ※福祉会館改修
工事に伴い、２
発達障がい者（児）相談
障がい者相談員相談
身体障がい者（児）相談 毎月第４土曜日 10：00 ～ 11：30（祝日は振替） 月に実施する各
問 総合相談窓口☎079（430）6000
同じような悩みや経験をしている人 種相談場所は中
央公民館、役場
に相談したい人のために、障害のある人またはその家族が相談を伺います
第２庁舎３階な
知的障害 毎週火曜日 精神障害 毎週金曜日 10：00 ～ 12：00
（祝日を除く）
どになります。
障害福祉なんでも
問 申 総合相談窓口☎079（430）6000
各種相談場所は
相談室（予約が必要）
社会福祉士などの資格をもつ専門家が伺います
実施する日によ
２月 2 日（火）、26日（金）10：00 ～ 16：00
り異なることが
成年後見相談
問 総合相談窓口☎079（430 ）6000 社会福祉士の資格をもつ専門家が伺います ありますので、
事前に電話など
毎週木曜日 10：00 ～ 16：00（祝日を除く）
生活困窮など相談
問 総合相談窓口☎079（430）6000
家賃が払えない、生活できないなど でご確認くださ
い。
の生活の困りごとの相談を伺います
毎日、下記の各事業所で相談を伺っています
問 ☎078（944）1799
あっぷるグループホーム播磨
問 ☎078（949）1566
CHIAKIほおずき播磨
地域ふれあい介護相談
小規模多機能型居宅介護みんなの家 問 ☎079（437）1002
問 ☎079（436）6001
あえの里弐番館
問 ☎079（441）2770
ゆとり庵 大中
２月17日（水）13：30 ～ 16：00
福祉しあわせ
福祉相談
問 播磨町社会福祉協議会☎079（435）1712
センター
民生委員・児童委員がご相談を伺います
２月12日（金）、26日（金）10：00 ～ 15：00
母子父子家庭相談
福祉グループ
（予約が必要）
申 問 福祉グループ☎079（435）2362
毎週月～土曜日（祝日を除く）10：00 ～ 16：00
問 相 北部子育て支援センター☎078（944）0717
子育て相談
問 相 南部子育て支援センター☎079（437）4188
２月
4 日（木）13：00 ～ 15：00 問 申 北部子育て支援センター☎078（944）0717
臨 床 心 理 士による 子
育て相談
（予約が必要） ２月25日（木）13：00 ～ 15：00 問 申 南部子育て支援センター☎079（437）4188
福祉しあわせ
主任児童委員による ２月22日（月）13：30 ～ 16：00
問 播磨町社会福祉協議会☎079（435）1712
子育て相談
センター
月・火・木・金曜日 9:00 ～ 16:00
ふれあいルー
子どもの悩み相談
問 相 ふれあいルーム☎079（437）4141 播磨町教育委員会内の相談室です ム（第２庁舎）

その他
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播磨町の教育

まちづくりアドバイザーがお届けする

企画グループ

☎︎０７９（４３５）０３５６

【まちづくりアドバイザーとは】 播磨町では、多様化・複雑化する地域の課題やニーズに、より細かく対応するため、
2020年度より「まちづくりアドバイザー」を配置しています。自治会活動やコミュニティ活動、自主的なまち
づくり活動について専門的な視点から支援します。

まちアド通信

まちづくりのテーマの１つに防災があります。自治会ご

催する場合もあると思います。今回は楽しく学べる防災に

し合います。
いずれのゲームも「話
し合う」ことがポイント
とされています。災害時
には地域内の日常的なコ
ミュニケーションが大き
く影響すると言われてい
ます。地域の防災訓練の
一部にゲームを取り入れ
るなどして、楽しく話し
合いながら防災について
考えることも、防災への
関心度を高める方法の一
つです。

とやコミセンごとに防災訓練や防災に関する学習会を開

ついてご紹介します。

昨今、日本各地で災害
が起こっており、自治会
などの活動でも防災に関
する取り組みが増えつつ
あります。防災は特定の
人だけがやることではな
くて、できるだけ多くの
人が関心を持ち、考える
ことが必要です。そんな
中、防災をもっと身近に
考えるためにゲームを使
って楽しく学ぶ方法が考
えられています。例えば
（避難所運営ゲー
HUG
ム）は年齢や性別、国籍
やそれぞれが抱える事情
が書かれたカードを使い、
どうすれば避難所運営が
できるかを話し合いなが
ら学べます。クロスロー
ドゲームは、災害時に発
生する答えのない問題に
ついて、参加者それぞれ
の立場でイエスかノーを
意思表明して、「お互いに
なぜそう思ったか」を話
▲クロスロードゲームの様子

催し ＆ 施設ガイド

て

楽しみながら防災力を高める工夫

子育て

育

取扱店一覧

相談名
福祉総合相談窓口

子

発行 播磨町

28

日までに

取扱店印欄

令 和 ３ 年 ２月

・このクーポンは「播磨町くらし・お店応援クーポン取扱店」の表示の店舗のみご利用できます。
・本クーポンは、取扱店により一部の商品で使用できない場合があります。
・本クーポンに取扱店名の記入若しくは押印のあるもの、スミが切り取ってあるもの、
穴が開いているものは無効です。
・本クーポンで、公共料金・税金の支払いはできません。
・本クーポンのコピーは、利用はできません。
・有効期限の過ぎたものは無効です。（有効期限：令和３年２月28日）

ご利用ください ︒

播磨町くらし・お店応援クーポンのご利用について

電話番号
☎079-435-0017
☎079-435-2951
☎078-942-1152
☎079-435-4804
☎078-942-3777
☎079-437-0996
☎078-943-1811
☎078-943-3426
☎078-949-2170
☎079-436-5303
☎079-435-0155
☎079-437-7668
☎078-944-0239
☎078-939-2783
☎078-941-2415（代）
☎078-944-4965
☎079-436-3768
☎078-219-2845
☎079-435-8789
☎078-943-7711
☎079-435-0158
☎079-437-0865
☎078-943-3627
☎079-437-2227
☎079-437-8018
☎078-942-1255
☎079-436-9262
☎079-455-2646
☎079-441-0831
☎079-436-8188
☎079-490-2089
☎078-942-1451
☎079-440-4179

相 ＝電話での相談ができる電話番号

祉

取 扱 店
ｅ－ｍｓ ＨＡＩ
Ｒ
山下電器
くさかべ
ハリマ家具センター
トーホーストア BiVi土山店
七・三製造工場
サラダ館 土山駅前店
やきとり 鳥縁 土山店
マックスバリュ古宮店
くのさんの手料理 たつの
文具店 西条堂
季節料理 和おん
コープ播磨
Cookin' ぶれぇめんず
パティスリークリ BiVi土山店
珈琲工房 カフェクラフト
プロップ 播磨店
ベーカリー ミラベル
やきにく 武蔵
リカーショップサエキ
武田電気商会
ビューティショップとくやま
ゆりのき薬局 土山店
柴屋
セブンイレブン播磨町駅北店
セブンイレブン播磨野添１丁目店
HAIR WABISABI
播磨バル Ryu ’Ju
旬菜KITCHEN Ban Sai
「カフェすまいる」おおなか
Hair salon みのり
佐伯商店
HEAD SHOP bobu

問 ＝問い合わせ用電話番号

福

電話番号
☎078-943-4443
☎079-437-3311
☎078-943-0119
☎079-437-6811
☎079-437-5616
☎079-435-1251
☎078-943-8168
☎078-942-1105
☎079-437-2225
☎078-942-1030
☎079-435-0973
☎079-455-8550
☎078-943-1519
☎079-435-9212
☎078-201-3267
☎078-941-2860
☎079-437-7888
☎079-437-3532
☎079-436-5855
☎078-942-0090
☎078-943-4747
☎079-435-2917
☎079-435-6876
☎078-943-0484
☎079-435-3076
☎079-435-6125
☎079-437-2222
☎078-942-6003
☎079-435-1027
☎070-1768-2115
☎079-440-5763
☎079-437-7002
☎078-942-1912
☎079-437-3835

今月号で終了

取 扱 店
大路整骨院
エミ商店
モトピットフジワラ
エジソン
はりま高砂タクシー
ライフォート 本荘店		
松中書房 土山店
富士電気商会
お茶の千宗
岡本自転車商会
カフェテラス ハミングバード		
ら・ぱん工房 ひとつむぎ
Ｔ’
ｓ Ｈａ
ｉ
ｒ
生簀割烹わびすけ
学習塾 KiDs		
浪漫亭		
身体メンテナンス～ PURAVITA ～
doors司法書士法人		
鄙星		
うどん 木や
おこめの館 マツモト
ステーキハウス おおくぼ 播磨本店
hair みるきぃ
シモデ カメラ
カフェアンドダイニング KuSaBe
ヒロタクリーニング
小磯すし
ヘアースタジオ チェズ
木味土味
Remercier 岩塩唐揚げ PURIRICO
More Dining てまりぼく
旬魚・菜・寿司 たけ正
播磨町漁業協同組合
JA兵庫南ふぁ〜みんSHOP播磨		

申 ＝予約など申し込み用電話番号

情報のページ

播磨町くらし・お店応援クーポン取扱店

相 談 窓 口（無料）
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