
　　　　　  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12月生まれの乳児　　　　    2月26日（火）
  《平成20年  1月生まれの乳児　　　　    3月25日（火）》
■4か月児健診　　　　　　　　　　　午後1時～ 1時45分
　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　　　　　　　　　  2月28日（木）《3月13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　　　 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）　3月4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
  3月  6日（木）　健康福祉会館、善防公民館
  3月13日（木）    農村環境改善センター
  3月19日（水）　北部公民館　　　　　　　　 （☎430303）
■法律相談
　  2月28日（木）　健康福祉会館　受付は午前9時～ 11時
　  3月27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
　3月 6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）
　  3月　8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  2月17日（日） 横田内科医院（北条町☎425715）

  2月24日（日） 坂部整形外科（北条町☎431444）
  3月  2日（日） 大杉内科医院（別府町☎470023）
  3月 9日（日） おりた外科胃腸器科医院（北条町☎426000）
  3月16日（日） つつみ神経内科（野上町☎452050）
  3月20日（木） みのりクリニック（下宮木町☎498470）
  3月23日（日） 西 村 医 院（中野町☎490001）

｝

｝
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）

｝

加西市社会福祉協議会（善意銀行）への寄付
◆一般預託
○牡丹　　　　　　　　　　　20,000 円
○株式会社　本陣　　　　　　11,311 円
◆指定預託

○星
スターゴール

輝歌謡道場 一門会一同　　　25,000 円
　（希望の郷へ）

19

放課後子ども教室　　　
　　　　指導員募集
職務内容：校区の小学生を対象
に、児童の健全育成のために遊び
やスポーツ、自主学習の支援を行
います。
勤務場所：賀茂小学校・富合小学校
勤務時間：週４回（平日の放課後）
　2回　13：30 ～ 18：30
　2回　14：30 ～ 18：30
※勤務時間は変更の場合あり。
募集人員：2名
採用期間：平成20年4月15日（火）
～平成21年3月13日（金）
※長期休業中、祝日勤務はなし。
資格要件：教員免許を有する方優先。
時間給：1,100円（予定）
申込期限：3/7（金）17：00 まで
申込方法：履歴書（顔写真添付）、
資格証明書の写しを持参。
面接日時：3/19（水）午後
申込・問合先：生涯学習課☎428775

鯉のぼり・浴衣・絵画募集
　4/6(日) にベトナム・ハノイ市
で開催される「日本さくらまつ
り」で展示する鯉のぼり・吹流し、
使われなくなった浴衣・帯の寄贈
を募っています。
問合先：加西市国際交流協会（秘
書課内）☎428701
　小学生・中学生による「日本の
春、桜、風景」をテーマにした絵
画も募集しています。締切：3/14（金）
問合先：学校教育課　☎428771

臨時職員募集
　平成20年４月採用の臨時職員
を追加募集します。
職種：①保育士　若干名　②延長
保育士　若干名　③幼稚園教諭　
若干名　④幼稚園預かり保育指導
員　５名程度　  年齢：60歳未満
受付期間：3/24（月）まで
提出書類：①市販の履歴書②保育
士証または幼稚園教諭免許の写し
申込・問合先：総務課　☎428702
※詳しくは市WEB サイトに掲載
しています。

市営住宅入居者募集
入居を募集する団地
①北条団地（古坂）１戸（３ＤＫ）
・家賃　16,300 ～ 27,000円
②横尾団地　２戸（２ＤＫ）
・家賃　20,700 ～ 34,300円
③吉野団地　1戸（3LDK）（車椅子
対応住宅）※オール電化住宅でＩ
Ｈ調理器の購入が必要。
・家賃　21,400 ～ 35,400円
※家賃は平成20年２月現在。
入居時期：4月中旬の予定 
入居資格：次の①～⑥のすべてを
満たす方
①市内に居住または勤務している方
②市民税等を滞納していない方
③家族の人数が２人以上。
④収入が基準以内の方
⑤現に住宅に困っている方
⑥入居者およびその同居者が暴力
団員でないこと
※車椅子対応住宅については、身
体障害者手帳1 ～ 4級の交付を受
け、常時車椅子を使用している方
がいる世帯。
受付期間：3/3（月）～ 3/14（金）
　※ 申込書配布は 2/25（月）～
入居者選考方法：資格者多数の場
合は抽選により決定。
申込・問合先：施設管理課☎428750

播州加西あばれ太鼓教室生募集
　4/1（火）より第2回あばれ太鼓
教室生を募集します。
対象：年齢性別問わず
練習日：第1.3水曜日  19：00 ～
場所：市民会館文化ホール
申込先：商工観光課　☎428740

 

死亡者 年齢 喪　主 町名

増田千鶴代 82 増田隆弘 畑
森本正彦 74 森本克也 倉谷
伊藤道雄 81 伊藤直紀 野上
末廣榮次 70 末廣雅利 鴨谷
嵐倉志ず子 85 嵐倉　基 西野々
能瀬はつゑ 82 能瀬久三郎 上野
奥隅順堂 93 奥隅順光 山下東
中谷鈴子 90 中谷　忍 東剣坂
金澤としこ 94 金澤　章 上道山
吉田文子 85 吉田秀貴 中野
井上悦子 85 井上雅仁 国正
蓬莱嘉宏 73 蓬莱隆保 野条
井上　力 55 井上　敦 横尾
宮長福次 82 宮長辰雄 谷
渡邊　茂 87 渡邊　登 中山
大古瀬サチ子 72 大古瀬二三男 宮前
日和恵美夫 85 日和恒久 畑
十河好夫 106 十河義郎 南町
小川すゑ子 91 小川二郎 田谷
井上榮一 92 井上邦男 御旅
長谷川朝次 87 長谷川一幸 西笠原
長谷川良郎 76 長谷川良文 畑
河月あさ子 94 河月征捷 鍛冶屋
石　靖男 61 春木俊郎 西谷
近藤七郎 96 近藤成雄 満久
名古屋節夫 74 谷口伸治 山下東
菅田さよ子 82 菅田美喜男 青野
井上修美 61 井上英樹 宮前
藤原はるの 96 藤原一郎 満久
阿部豊子 71 阿部昭男 古坂2丁目

上原義雄 86 上原康雄 西長
見上　積 75 小林正人 西剣坂
藤田良範 58 藤田将史 栗田
高見　馨 71 高見　学 中富
廣田俊二 76 廣田敏行 河内
淺田　彰 99 淺田武志 青野原
齋藤公代 74 齋藤　優 鶉野
堀田督昭 71 堀田真吾 青野原
高橋智代子 79 高橋節雄 畑
中野美一 75 中野隆文 東高室
岡田好一 83 岡田雅子 下宮木
原田うた 88 原田　清 栗田
松岡博一 69 松岡佳博 東高室
中川　精 91 中川清彦 山下西
小林利明 78 小林正人 坂本
吉田末子 79 吉田安廣 中野
黒田みつゑ 88 黒田義明 福居

※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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皆さまのアイデア募集！
　旧賀茂幼稚園、教育研修所、
丸山公園管理棟、古法華自然公
園管理棟・石彫アトリエ館、オ
ークタウン加西など、市有施設・
市有資産の有効活用のために、
皆さんのアイデアをお寄せくだ
さい。有償無償を問わず、自由
な発想の提案をお待ちしています。


