
臨時職員募集！
職種・資格：社会福祉士、保健
師、介護支援専門員のいずれかの
免許・資格を有する方、または取
得見込みの方で、昭和33年4月2
日以降生まれの方。
募集人員：若干名
採用期間：平成20年4月1日～平
成21年3月31日（更新あり）
勤務時間：8：30 ～ 17：15
業務内容：加西市地域包括支援セ
ンター業務（介護予防ケアマネジ
メント、相談業務等）
日額：10,160円～（経験年数による）
応募方法：履歴書および免許・資
格の写しを 2/12（火）（土・日曜、
祝日を除く）までに提出してくだ
さい。郵送可。（期限内必着）
※詳細は、下記まで。
問合先・応募先：総務課☎428702

ホープ杯スポーツ大会グラウン
ド・ゴルフ大会参加者募集
日時：3/16（日）8：30 ～ 12：00
※雨天の場合、3/23（日）に順延
場所：加西市民グラウンド
参加資格：どなたでも参加可。（先
着144名）　　参加費：1人300円
申込期間：1/20（日）～ 2/29（金）
申込方法：参加申込書、またはハ
ガキに住所・氏名・年齢・電話番
号を記入し申込。（※参加申込書
は、中央公民館、善防公民館、南
部公民館、北部公民館、市民会館、
アスティアかさい、健康福祉会館、
勤労者体育センター、すぱーく加
西、アクアスかさいにあります。）
申込先：加西勤労者体育センター
　☎471420

配達ボランティア募集
　調理に困っている高齢者などに
お弁当をお届けするボランティア。
活動日：月（上道山方面）・水（山
下方面）・金（満久・中富方面）
時間：11：00 ～１時間程度
問合先：加西市ボランティア・市民
活動センター☎438133　℻  426658

図書館臨時職員募集！
　平成20年度採用の図書館臨時
職員を募集します。
募集人員：①常勤臨時職員　8名
　②学生臨時職員　若干名
仕事内容：カウンター業務、資料
整理、資料登録、読書相談など
労働条件：9：30 ～ 18：15 の 8時間勤務
日額：6,600円（Ｈ19年度実績）
・通勤手当なし・①の常勤臨時職
員の場合は、社保・雇用保険加入。
採用期間：平成20年4月1日～平
成20年9月30日（更新有り）
応募条件：高卒以上で 50歳まで。
土日祝の勤務ができ、パソコン操
作ができる方。※司書資格をお持
ちの方歓迎　  面接日：2/28（木）
応募方法：平成20年2月10日（日）
までに履歴書を市立図書館まで本
人が持参してください。郵送不可
問合先：市立図書館　☎423722

秘書課スタッフ募集
　秘書・政策立案業務（補助）な
どを行うスタッフ（臨時職員）1名
を募集します。
募集期間：1/15（火）～ 1/29（火）
勤務時間：8：30 ～ 17：15 まで（時
間外勤務あり）
採用期間：平成20年4月1日～平
成21年3月31日（期間延長あり）
賃金：時給1,000円※通勤手当なし
応募資格：会社等での勤務経験が
3年以上ある方。要パソコンスキル。
応募方法：履歴書（市販のもので
顔写真添付）を下記まで郵送
選考方法：書類審査および面接
面接日：2/2（土）
問合先：総務課　☎428702

鯉のぼり募集
　4/6（日）にハノイ市で開催され
る「日本さくらまつり」（主催：日
本ベトナム文化交流協会）で展示
する中古品の鯉のぼり・吹流しの
寄贈を募っています。
問合先：加西市国際交流協会（秘書
課内） 　☎428701

死亡者 年齢 喪　主 町名

三宅文子 84 三宅弘明 鶉野
岡本このゑ 93 岡本正則 横尾
金澤　守 74 金澤正幸 上道山
古川裕子 43 古川弘城 網引
堀井敏夫 72 堀井昌代 網引
宮永常次 94 宮永孝一 三口
竜門昭二 60 竜門久貴 横尾
村田四郎 83 村田正幸 西長
釜坂義光 85 釜坂和正 若井
小林德雄 84 小林勝明 西南
宮永信夫 84 宮永美代子 三口
宮内　誠 58 宮内和子 笠屋
小林國子 74 小林正尚 笠屋
大橋槇夫 66 大橋千代子 田原
吉田美代子 70 吉田博明 油谷
山下美子 86 山下敏郎 窪田
森本志づの 92 森本秀孝 殿原
長田幸男 86 長田則男 越水
光本ひさ江 93 光本輝男 若井
田井てるよ 72 田井良之 田原
古角糸子 85 古角　勝 西横田
山本靜子 88 山本照巳 別府甲
藤井元子 92 藤井秀紀 西上野
宮﨑克巳 84 宮﨑正敏 広原
藤原秀雄 82 金澤広明 河内
山本とら子 86 山本福男 西南
松本はるゑ 90 松本　茂 中山
大橋美祢子 90 大橋義一 田原
松本きみ子 96 松本昌克 国正
梶浦秀雄 88 梶浦　勲 田原
横山久子 87 横山武克 繁昌
岡山一實 80 岡山清一 豊倉
山口九一 84 山口浩一郎 田原
蓬莱澤野 87 蓬莱義夫 佐谷
河合こえゑ 93 河合吉晴 河内
椋本コイシ 100 椋本惠久 東剣坂
坂本寿次 71 坂本明代 東高室
見雪てる子 76 見雪　弘 広原
駒川　裕 75 駒川よし子 畑
河合捨弘 53 小田富雄 田原
加門とみゑ 92 加門　護 中西

※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。

　　　　　  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11月生まれの乳児　　　　    1月29日（火）
  《平成19年12月生まれの乳児　　　　    2月26日（火）》
■4か月児健診　　　　　　　　　　　午後1時～ 1時45分
　平成19年9月生まれの乳児　　　　　   2月5日（火）
  《平成19年10月生まれの乳児　　　　　 3月4日（火）》
■1歳6か月健診　　　　　　　　　　  午後1時～ 1時45分
　平成18年8月生まれの幼児　　　　　  2月12日（火）
  《平成18年9月生まれの幼児　　　　　  3月11日（火）》
■3歳児健診　　　　　　　　　　　　午後1時～ 1時45分
　平成16年12月生まれの幼児　　　　　   2月19日（火）
  《平成17年  1月生まれの幼児　　　　       3月18日（火）》
■乳幼児保健相談　　　　　　　　　  午後1時～ 1時45分
　希望者　　　　　　　　　  1月24日（木）《2月28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　1月25日（金）《2月22日（金）》
　中期：7～ 8か月の乳児の保護者　 　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～午後1時30分
　妊娠5ヶ月以降のママとパパ　　3月6日（木）

■人権相談（人権問題）　2月5日（火）
■行政相談　                     午後1時30分～午後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
  2月  7日（木）　健康福祉会館、善防公民館
  2月14日（木）    農村環境改善センター
  2月21日（木）　北部公民館　　　　　　　　 （☎430303）
■法律相談
　  1月24日（木）　健康福祉会館　受付は午前9時～ 11時
　  2月28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
　2月 7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）
　2月27日（水）　午後1時30分～午後3時30分（要予約）
　　　　　　　　加西市健康福祉事務所（☎420266）
■行政書士による無料相談（農地の許可、相続等）
　  2月　9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

◆一般預託
○加西市茶道協会（歳末た
すけあいチャリティバザー）
73,095 円、タオル類 42 点
○牡丹　　　　 　20,000 円
○平成 19 年度中央公民館ふ
れあいまつりチャリティバ
ザー　　　　　 　20,014 円
○株式会社本陣　  11,432 円
○家庭倫理の会かさい市（第
8回クリーンアースデー協賛
金の一部）　            49,019 円
○西村書店（お客様募金）
　　　　　　　  　35,800 円

  1月20日（日） 徳 岡 内 科 （北条町☎42-0178）
  1月27日（日） 天 沼 医 院　（北条町☎42-3636）
  2月 3日（日） 佐 竹 医 院　（北条町☎42-4057）
  2月 10日（日） あさじ医院　（若井町☎44-0225）
  2月11日（月） 米 田 病 院　（尾崎町☎48-3591）
  2月17日（日） 横田内科医院　（北条町☎42-5715）

｝

｝
時間はいずれも
午後1時30分～
4時

★健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
○兵庫みらい共同組合
（社会福祉対策資金として）
　　　　　　　　200,000 円

加西市社会福祉協議会（善意
銀行）への寄付
◆供養預託
○神田秀明（殿原）50,000 円
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  　他の公務のためお休みとさせてい
ただきます。ご了承ください。
問合先：秘書課　☎42 8701

1 月市長サロン


