
　　　　　  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）
■2歳児教室　 午後1時～午後1時15分、午後2時～午後2時15分  
　平成18年4月生まれの幼児　　　　　　　4月23日（水）
  《平成18年5月生まれの幼児　　     　　　　5月28日（水）》
　対象者には個別に通知します。
■2か月児（先天性股関節脱臼）健診 　   午後1時～ 1時45分
　平成20年  2月生まれの乳児　　　　    4月21日（月）
  《平成20年  3月生まれの乳児　　　　    5月27日（火）》
■4か月児健診　　　　　　　　　　　午後1時～ 1時45分
　平成19年12月生まれの乳児　　　　　 5月 1日（木）
  《平成20年  1月生まれの乳児　　　　　  6月 3日（火）》
■1歳6か月健診　　　　　　　　　　  午後1時～ 1時45分
　平成18年11月生まれの幼児　　　　　  5月13日（火）
  《平成18年12月生まれの幼児　　　　　  6月10日（火）》
■3歳児健診　　　　　　　　　　　　午後1時～ 1時45分
　平成17年  3月生まれの幼児　　　　　   5月20日（火）
  《平成17年  4月生まれの幼児　　　　　   6月17日（火）
■乳幼児保健相談　　　　　　　　　  午後1時～ 1時45分
　希望者　　　　　　　　　  5月22日（木）《6月18日（水）》
■離乳食講習会〈予約制〉※定員10名　午後1時～1時30分
　3～ 6か月の乳児の保護者　　　　4月24日（木）《5月29日（木）》
　　※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　　　7月3日（木）
■プレママ教室（予約制）　　　　午後1時～午後1時30分  
　妊娠5ヶ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）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5月8日（木）
　パート②（赤ちゃんとの生活・栄養・調理実習等）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6月5日（木）
　（特に記載のないものは、健康増進センターで実施します。）

■人権相談　5月7日（水）　午前10時～午後3時
■行政相談　5月7日（水）　午後 1時30分～午後3時30分
　場所：市民会館（☎428727・☎428705）、ジャスコタウン
　　　　加西、アスティア加西
　5月8日（木）　南部公民館、5月22日（木）　北部公民館
■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
  5月  8日（木）　健康福祉会館
　　　　　　受付は午後1時30分～午後4時　 （☎430303）
■心配ごと・法律相談
　  4月24日（木）　健康福祉会館　受付は午前9時～ 11時
　  5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
　毎週月火木金　午前9時～午後5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
　5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）
　5月28日（水）　 午後1時～午後3時（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）
　  5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  4月20日（日） 安 積 医 院（西剣坂町☎460361）

  4月27日（日） 田尻内科循環器科医院（北条町☎437931）
  4月29日（火） 三 宅 医 院（中野町☎490067）
  5月  3日（土） 徳 岡 内 科（北条町☎420178）
  5月  4日（日） 天 沼 医 院（北条町☎423636）
  5月  5日（月） 佐 竹 医 院（北条町☎424057）
  5月  6日（火） あさじ医院（若井町☎440225）
  5月11日（日） 米 田 病 院（尾崎町☎483591）
  5月18日（日） 荒 木 医 院（北条町☎439711）

★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
　○故　藤田良範　　　　　50 万円
　　粗供養のため
　○コタニ共栄会　　　　　26,416 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　　　　　　　　　10,000 円
　○株式会社　本陣　　　　11,599 円
◆給料端数
　○北条保育園職員一同　　10,519 円
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臨時職員募集！
職種：事務…２名程度
　保育士…３名程度
年齢：60歳未満
受付期間：保育士…随時、
　事務…4/30(水）
提出書類：①市販の履歴書②保育
士の場合は保育士証の写しを持参
または郵送してください。
申込・問合先：総務課  ☎428702
※勤務時間・勤務内容等について
は加西市ホームページに掲載して
います。

幼稚園夏季預かり保育　　
　　園児募集
　子育て支援を図るためセンター
園方式により、幼稚園の夏休み期
間中に預かり保育を行います。
※「夏季預かり保育申請書」は各
幼稚園にあります。
実施日：７/22(火) ～ 8/29(金)
　(土・日並びに8/13～ 15を除く )
保育時間：8：30 ～ 18:00
場所：北条幼稚園
対象：市立幼稚園・幼児園（短時
間保育部）に在籍の園児
申込期限：5/30(金)
預かり保育料：7月分は一人6,000
円、8月分は一人16,000円
・おやつ代は、別途集金。
申込･問合先：各幼稚園またはこ
ども未来課　☎428726

地域密着型サービス運営委
員会運営委員募集！
　住み慣れた地域を離れずに利用
できる「地域密着型サービス」の指
定基準、サービス事業所の指定等
を審議していただく委員(2名) を募
集します。
詳細は担当まで。
（介護保険事業に従事する方や事業
運営にかかわる方は対象外です。）
応募期限：4/30（水）
問合・申込先：長寿介護課
　☎428788

市立加西病院職員募集
（助産師3名）昭和38年4月2日以降
に生まれ助産師の免許を有する方。
（看護師2名）昭和43年4月2日以降
に生まれ看護師の免許を有する方。
受付期間：4/15（火）～ 5/8（木）
採用試験：5/10（土）
採用時期：6/1 の予定
問合先：病院経営推進室　
　☎422200
※臨時職員（助産師、看護師、看
護補助員）も募集中

花好きボランティアさん　
　　　　　　　集まれ
　花と緑の協会では、種蒔から始
まり育苗、市内公共施設などへの
植栽、維持管理を行っていただく
花づくりボランティアさんを募集
します。花を育てて加西市を花
いっぱいにしてみませんか。関心
のある方は当協会までお申込みく
ださい。なお、参加いただける場
合は当協会への入会をお願いしま
す。（年会費500円）
問合先：加西市花と緑の協会事務
局（都市計画課内）　☎428753

新婚世帯向け家賃補助制度
　　20年度分受付開始！
　市内の民間賃貸住宅に入居する
新婚世帯に家賃の一部を補助しま
す。年間先着50件。
支給額：月額最大12,000円、最長
36 ヶ月まで支給します。
補助要件：①市内の民間賃貸住宅
に平成19年4月1日以降契約をし
て居住している。
②婚姻届出日より 3年以内で、夫
婦の満年齢の合計が 70歳未満。
③所得制限あり。
その他、補助要件があります。詳
しくはお問合せください。
申込・問合先：産業振興課☎428715
申請書類は担当窓口で配布中。市
WEB サイトからもダウンロード
できます。

死亡者 年齢 喪　主 町名

小岩農友 85 小岩三貴男 田原
福井孝彦 52 福井恵子 中富
西村忠雄 72 西村忠信 古坂2丁目
清水邦雄 89 清水俊秀 玉丘
高見こよし 91 高見初雄 河内
東後貞義 55 東後博和 繁昌
鈴木　章 89 鈴木利和 河内
菅野富子 81 菅野孝幸 繁昌
藤原あさの 95 藤原康知 上野
梅村利雄 95 東郷美也子 王子
田中きしゑ 95 田中文夫 西笠原
富永要子 84 富永千廣 中富
後藤幸子 63 後藤隆男 大村
東後喜義 86 東後　猛 繁昌
大西みさを 96 岡田清子 笠屋
田中政信 75 田中広利 別府甲
西脇喜一 84 西脇　学 玉野
高見光次 87 高見俊光 両月
田中正信 82 田中義昭 豊倉
北川茂雄 77 北川　誠 笠屋
吉田秀子 74 吉田正和 常吉
吉田幸治 84 吉田恭子 栄
古元ひで子 93 古元敏邦 下宮木
吉田正次 74 吉田英樹 北
松末武博 60 松末明伸 別府甲
鈴木忠市 61 鈴木邦和 馬渡谷
菅原とみゑ 85 菅原一道 黒駒
宮崎加代子 50 宮崎康弘 西高室
高井靜雄 66 高井正子 大村
髙橋敏一 63 高橋さよ子 鶉野
原田すがの 97 原田　工 笠屋
多田綾子 93 多田安洋 都染
高見玲南 5 高見周作 野上
丸岡米子 84 丸岡正則 三口
對中文雄 59 西江禮子 駅前
岡田政子 81 岡田克己 東南
小野寺清 91 小野寺宣夫 両月
神田みち子 63 神田竹男 山田
髙部美良 78 高部光信 古坂
中安幸七 89 中安英文 倉谷
加門稔子 71 加門守人 中西
北川ゆきえ 90 北川俊昭 馬渡谷
前田昭子 78 前田哲也 南町
岡田さく子 95 岡田　晃 青野
高瀬はつゑ 93 高瀬和夫 朝妻
有方常雄 60 有方信介 牛居
※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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訂正：3月号「おくやみ」久保田はる子さんのご住所は東高室でした。


