
　　　　　  は受付時間です

■母子健康手帳の交付　  　 　午前8時30分～午後5時15分
　妊　婦　　　　　随　時
　国保健康課　健康係（市役所1階9番窓口）
■妊婦後期健康診査の助成申請 　午前8時30分～午後5時15分  
　妊　婦
　妊娠22週以降の妊婦健診1回分の費用の助成を行っています。
　国保健康課　健康係（市役所1階9番窓口）
※印鑑、母子健康手帳、市内に住民票があることを確認
できる書類（免許証等）を持参してください。
　　母子健康手帳交付時に申請していただけます。
■2か月児（先天性股関節脱臼）健診 　   午後1時～ 1時45分
　平成19年8月生まれの乳児　　　　　10月23日（火）
  《平成19年9月生まれの乳児　　　　　11月27日（火）》
■4か月児健診　　　　　　　　　　　午後1時～ 1時45分
　平成19年6月生まれの乳児　　　　　11月6日（火）
  《平成19年7月生まれの乳児　　　　　12月 4日（火）》
■1歳6か月健診　　　　　　　　　　  午後1時～ 1時45分
　平成18年5月生まれの幼児　　　　　11月13日（火）
  《平成18年6月生まれの幼児　　　　　12月11日（火）》
■3歳児健診　　　　　　　　　　　　午後1時～ 1時45分
　平成16年9月生まれの幼児　　　　　11月20日（火）
  《平成16年10月生まれの幼児　　　　  12月18日（火）》
■乳幼児保健相談　　　　　　　　　  午後1時～ 1時45分
　希望者　　　　　　　　　10月25日（木）《11月8日（木）》
■離乳食講習会〈予約制〉※定員10名　午後1時～1時30分
　初期：3～6か月の乳児の保護者　10月26日（金）《11月22日（木）》
　中期：7～ 8か月の乳児の保護者　12月21日（金）《3月21日（金）》
　※実習用エプロンをご持参ください。
■パパママクラブ〈予約制〉　　　　　午後1時～ 1時30分
　妊娠5か月以降のママ・パパ　3月6日（木）
■プレママ教室〈予約制〉　　　　　　午後1時～ 1時30分
　妊娠5か月以降のママと育児に協力予定の方（パパ・祖父母等）
　パート①（母子保健サービス・妊娠中のトラブル・デンタルケア等）

11月 1日（木）
　パート②（赤ちゃんとの生活、栄養、調理実習等）12月 6日（木）
（特に記入のないものは、健康増進センターで行います。）

■人権相談（人権問題）　　　　　  11月6日（火）
■行政相談（行政への苦情・意見など）　午後1時30分～ 3時30分
　場所：市民会館（☎428727・☎428705）
■人権擁護委員による人権相談所（神戸地方法務局社支局）
　毎週木曜日（休日を除く）　午前9時～午後4時
■心配ごと相談・身体障害者・福祉相談
11月 1日（木）　健康福祉会館、善防公民館
11月8日（木）　  農村環境改善センター
11月15日（木）　北部公民館　　　　　　　　 （☎430303）
■法律相談
　10月25日（木）　健康福祉会館　受付は午前9時～ 11時
　11月22日（木）　　　　　　　　　　　　　（☎430303）
■市民相談
　月～金曜日　午前8時30分～午後5時　市役所市民相談室
■消費者相談
　毎週月・木曜日（月曜日が休日の場合はその翌日）
　　　　　　　午前9時～午後4時　市役所市民相談室
■教育相談
　月～金曜日　午前9時～午後4時　教育研修所（☎483993）
■青少年相談（青少年の日常生活の諸問題等）
　月～金曜日　午前9時～午後5時
　　　　　　　青少年センター　　　　　　    （☎423723）
■養育相談（0～ 18歳までの子どもをもつ保護者対象）
　月～金曜日　午前9時～午後4時
　　　　　　　健康福祉会館2階　家庭児童相談室

（☎426704）
■母子相談（母子に関する相談）
　月～金曜日　午後1時～午後5時
　　　市役所　子育て支援課子育て支援係　   （☎428726）
■ボランティア相談
　11月 1日（木）　午後1時30分～午後3時30分
　　　　　　　　アスティアかさい3階交流プラザ内
　　　　　　　　ボランティア市民活動センター

（☎43８133）
■こころのケア相談（精神科医師、保健師による専門相談）
　10月24日（水）    午後1時30分～午後3時30分（要予約）
　　　　　　　　加西健康福祉事務所（☎420266）
■行政書士による無料相談（農地の許可、相続等）
　11月10日（土）　午後1時30分～午後4時
　　　　　　　　アスティアかさい3階交流プラザ内
　　　　　　　　兵庫県行政書士会東播支部    （☎450276）

乳幼児健診 相　談

休日のお医者さん善意の花束
○株式会社本陣　11,124円
◆物品預託
○イオン（株）ジャスコ加西店
　手芸用品（布）24,130円相当
（イエローレシートキャンペー
ンのお客様の気持ちを代表し
て）

10月21日（日） 徳 岡 内 科 （北条町☎42-0178）
10月28日（日） 佐 竹 医 院 （北条町☎42-4057）
11月 3日（土） あさじ医院 （若井町☎44-0225）
11月 4日（日） 横田内科医院 （北条町☎42-5715）
11月11日（日） 天 沼 医 院 （北条町☎42-3636）
11月18日（日） 大杉内科医院 （別府町☎47-0023）

｝

｝
時間はいずれも
午後1時30分～
4時

★検診日にお子様の体調等でご都合の悪い方は、ご連絡ください。
★健診・相談には必ず母子健康手帳をお持ちください。
★当日気象等の都合で、事業開催を見合わせることがあります。
　事業の中止・順延につきましてはお問い合わせください。
★問合先／国保健康課健康係（☎428723）

｝

｝

加西市への寄付
○おかめの骨董市スタッフ
　一同　　　　　11,957円

加西市社会福祉協議会
         （善意銀行）への寄付
◆一般預託
○牡丹　　　    　 20,000円
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バスケットメンバー＆　
　　マネージャー募集！

　活動して 3年目、どなたでも馴
染みやすいチームです。練習だけ
の参加や見学も OK です。お気軽
に練習会場までお越しください。
日時：毎週日曜日　19：00 ～
場所：加西中学校体育館
年齢：高校生～ 35歳
参加：無料
問合先：グリーンヒル　森
　　☎090-8792-4927

間伐希望者・炭焼き応援団
募集！
　市では、荒廃した竹林を間伐す
ることにより里山を整備し、処理
した竹を炭焼きすることで、環境
再生への利活用に繋げていきたい
と考えています。そこで、市民の
皆様に大募集！荒廃した竹林にお
悩みで、間伐して欲しいとお考え
の方。我こそ郷土の里山を守りた
い！オリジナルの炭焼きを体験し
たい！と思われる方は、ふるって
ご応募ください。
募集部門①間伐希望の竹林所有者
　②竹林間伐・炭焼き応援団
日時：要相談　　
場所：市内竹林（炭焼き作業所は
　東笠原町）
内容：竹林の間伐および炭焼き
締切：11/15（木）
定員：部門①モデル地区として１
　箇所　部門②３０名
※炭焼き装置は市にてご用意して
います（使用料当面無料）。間伐
用具はご用意ください。なお間伐
材は、各自での持ち込みとなり、
出来上がった炭はお持ち帰りいた
だけます。
申込・問合先：環境課
　☎ 426620　℻   426269

加西市身体障害者運動会      
参加者募集
　加西市身体障害者福祉協会・加
西市手をつなぐ育成会・加西市精
神障害者家族会はとの会が合同
で運動会を行います。皆さまの参
加、応援をお待ちしています。
日時：10/27（土）9：30 ～
　※雨天の場合10/28（日）順延
場所：北条小学校運動場
参加資格：障害者手帳をお持ちの
方のその家族。
申込先：各地域の支部長まで
問合先：加西市身体障害者福祉協
会事務局（社会福祉協議会内）
　☎438133

「人権バスツアー」　　　　
　　　　　参加者募集！
　市民を対象にした「人権バスツ
アー」を企画中です。岡山県の国
立療養所「長島愛生園」を訪問し、
施設見学とハンセン病元患者の方
達との現地交流をおこないますの
で、ご応募ください。
日時：10/30（火）10：00 ～
行き先：岡山県瀬戸内市邑久町虫
明　国立療養所「長島愛生園」
行程：加西市役所～日生（ひなせ）
～「長島愛生園」にて、施設見学
及び元患者との交流～加西市役所
募集人員：２０名（先着順）
参加費用：無料
　　　　（但し、昼食は自己負担）
応募締切：10/25（木）
問合・申込先：人権推進課
　☎428727

播磨看護専門学校募集
《一般入学試験》
募集人員：35名
          （推薦・社会人を含む）
受付期間：12/14（金）～ 1/11（金）
　郵送のみ（当日消印有効）
試験日時：1/23（水）、24（木）
《推薦入学試験》
募集人員：約１０名
受付期間：11/1（木）～ 11/12（月）
　郵送のみ（当日消印有効）
試験日時：11/27（火）
《社会人入学試験》
募集人員：若干名
受付期間：11/1（木）～ 11/12（月）
　郵送のみ（当日消印有効）
試験日時：11/27（火）
問合・出願書類提出先：
     〒673-1451
　　兵庫県加東市家原812-1
　　播磨看護専門学校　事務課
☎ (0795)423961   ℻   (0795)426273
E-mail：harimaimujigyo1@telenet.tv
　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　

死亡者 年齢 喪　主 町名

定行　明美 62 定行　章 栗田

吉田よしゑ 87 吉田　貢 中野

種田　敏雄 91 後藤　光利 畑

前田　芳弘 65 前田　栄一 大村

髙見　重一 80 髙見千代枝 中野

北垣美智江 83 北垣　一眞 古坂

中村　和子 71 中村　利實 西剣坂

増田　康隆 70 増田　章子 西谷

喜田　恒昭 69 喜田　秀俊 福居

高瀬　愛子 98 高瀬　修 福居

福井　永子 98 門上　延広 坂本

小田　浩三 81 小田　克芳 坂元

中川　義髙 83 中川　義彦 山下

森口　榮子 75 森口　督三 山枝

井之上成子 80 井之上幸男 下道山

松岡　恭子 57 松岡　久男 笠屋

眞鍋ハルミ 84 真鍋　栄一 古坂3丁目

齋藤　康子 78 齋藤　勇人 畑

※市外で死亡届を提出された方で「お悔やみ」に
掲載を希望される方は、経営戦略室
　（☎428700）までご連絡ください。
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