
　　　　　　　　　　　　　　　　　　  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）
■妊婦健康診査費の助成申請  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）
　※印鑑、市内に住民票があることが確認できる書類（免
　　許証等）をご持参ください。
　※母子健康手帳交付時に申請できます。
■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  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  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　　　　　　　　　  　　　　  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　　　　　　　　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）
■プレママ教室パート②（予約制）   午後1時～午後1時30分
　妊娠5 ヶ月以降のママ等
　（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。）

※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

■人権相談　　　　　　　　　　　     午前10時～午後3時
　6月3日（火）　市民会館（☎㊷8727）
■行政相談　　　　　　  　   午後 1時30分～午後3時30分
　5月22日（木）　北部公民館（☎㊺0103）
　6月3日（火）、7月1日（火)  市民会館（☎㊷8739）
■人権擁護委員による人権相談所　　   午前9時～午後4時
　毎週木曜日（休日を除く）　（神戸地方法務局社支局）
■心配ごと相談　　　　　　　       午後1時30分～午後4時
    6月12日（木）　健康福祉会館 （☎㊸0303）
■心配ごと・法律相談　　　　　　　　    午前9時～ 11時
　5月22日（木）　健康福祉会館（☎㊸0303）
　6月26日（木）　健康福祉会館（☎㊸0303）
■市民相談　　　　　　　　　　   午前8時30分～午後5時
　月～金曜日　市役所市民相談室（☎㊷8705）
■消費者相談　　　　　　　　　   午前8時30分～午後5時
　毎週月火木金　市役所市民相談室（☎㊷8739）
■教育相談 　　　　　　　　　　　　  午前9時～午後4時
　月～金曜日　教育研修所（☎㊽3993）
■青少年相談　　　　　　　　　　　  午前9時～午後5時 
　月～金曜日　青少年センター   （☎㊷3723）
　（青少年の日常生活の諸問題等）
■養育相談　　　　　　　　　　　　   午前9時～午後4時
　月～金曜日　健康福祉会館 家庭児童相談室 （☎㊷6704）
    （0 ～ 18歳までの子どもをもつ保護者対象）
■母子相談　　　　　　　　　　　　   午後1時～午後5時
　月～金曜日　市役所  こども未来課（☎㊷8726）　
　（母子に関する相談）
■ボランティア相談　　　　  午後1時30分～午後3時30分
　6月 5日（木）　アスティアかさい3階地域交流センター
　ボランティア市民活動センター（☎㊸8133）
■こころのケア相談　　　　   午後1時～午後3時（要予約）
　5月28日（水）　加西市健康福祉事務所（☎㊷0266）　 
　（精神科医師、保健師による専門相談）
■行政書士による無料相談　　　   午後1時30分～午後4時
　6月14日（土）　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）
　（農地の許可、相続等）
■身体障害者福祉相談　　　　　   午後1時30分～午後4時
　6月5日（木）　健康福祉会館（☎㊸0303）
　6月12日（木）　農村環境改善センター（☎㊾0041）
　6月19日（木）　北部公民館（☎㊺0103）

相　談

休日のお医者さん
5月18日（日） 荒 木 医 院（北条町☎㊸9711）

5月25日（日） 米 田 病 院（尾崎町☎㊽3591）

6月  1日（日） 大 杉 内 科 医 院（別府町☎㊼0023）

6月  8日（日） 横 田 内 科 医 院（北条町☎㊷5715）
6月15日（日） おりた外科胃腸科医院（北条町☎㊷6000）

6月22日（日） つ つ み 神 経 内 科（野上町☎㊺2050）

6月29日（日） み の り ク リ ニ ッ ク（下宮木町☎㊾8470）

★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）
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訂正：4月号「おくやみ」喪主欄の「高見俊光」さん  は、「高見敏光」さん  の誤りでした。お詫びして訂正いたします。

善意の花束 敬称略

■加西市社会福祉協議会（善意銀行）への寄付
   ◆供養預託
　   ○岡　繁美 ( 西上野町 )       　         100,000 円
　   ○堀井　清種 ( 網引町 )                 1,000,000 円
   ◆一般預託
　   ○株式会社　本陣　　　　               11,862 円
       ○軍恩連盟北条支部会員一同           56,429 円
　   ○牡丹　　　　　　　　　               20,000 円

乳 幼 児 健 診

　健康で明るくいきいきとした社会
の実現に向けて保健福祉の推進・施
策など審議していただく委員を募集
します。
募集人数：2人以内　
資格：市内在住の 20歳以上で、 保
健福祉の推進に関心を持っている方
報酬：規定により支給
任期：H20.7月から H22.6月末まで
協議会開催：会議(2時間程度)年2回
申込期限：6/13（金）
応募方法：自己PR・応募動機を 400
字程度にまとめて応募してくださ
い。
問合・申込先：国保健康課健康係　
☎㊷8723

加西市保健福祉推進協議会及
び健康増進センター運営審議
会委員募集！

　

　「図書館をよりよくしたい、もっ
と魅力あるものにしたい。」そんな
思いをお持ちではありませんか？
　図書館協議会とは、皆さんのご意
見、ご提案を参考にしながら市民に
親しまれる図書館づくりを目指す組
織のことです。その委員の募集を行
います。
募集人数：3名（応募多数の場合は選
考）
任期：2年間
会議回数：年2回程度
応募格：20歳以上で市内在住の方
応募方法：所定の応募用紙に必要事
項を記入の上、図書館まで提出して
ください。
受付期間：5/16（金）～ 6/10（火）
問合先：加西市立図書館☎㊷3722

加西市立図書館協議会委員を
募集！

募　集

　市内でもっと映画やドラマのロケが
行われると楽しいと思いませんか？ス
タッフになると、映画やテレビ番組の
ロケ班を呼び込むための活動をお手伝
いいただくことになります。
　映画やドラマの製作に興味のある
方、熱意のある方をお待ちしています。
募集期間：5/30（金）まで
応募資格：市内・市外問わず。
応募方法：Ａ4用紙に、①住所②氏
名③連絡先④年齢⑤映画やテレビ番
組製作に対する思いを書き、ＦＡＸ
または E-mail にて下記まで。
募集人員：定員15名
※エキストラの登録募集ではありま
せん。
問合・応募先：経営戦略室　ムービー
スタッフ募集係　
☎㊷8700　ＦＡＸ㊸1800
E-mail：keiei@city.kasai.hyogo.jp

　（仮称）加西市ムービースタッフ
募集！

統計調査に協力していただく調査員
を募集します。
＜今年度実施予定の統計調査＞
住宅土地統計調査：9 ～ 10 月実施
工業統計調査：12 ～ 1 月実施
事務内容：調査票の配布と回収
対象：警察、選挙に関係のない 20
歳以上の方
募集期間：6 月末まで
報酬：3 万円程度（調査量や統計調
査の種別により異なります）
お申込み：総務課まで履歴書を提出
して下さい。（郵送可）
問合先：総務課☎㊷ 8702

統計調査員募集

浅見文洋 66 浅見洋志 坂本
小田ひさよ 79 小田芳昭 鴨谷
森川道子 92 森川トモ子 鶉野
大西ちよこ 92 大西正義 下道山
藤原正二 89 藤原　均 上野
長谷川信夫 79 長谷川信昭 古坂 1 丁目

大寺澄子 81 大寺　勇 西剣坂
岡　壽江 90 岡　繁美 西上野
菅野昭一 66 名賀正信 古坂
河合とし子 84 河合則昭 田原
岩本久子 93 岩本葊司 豊倉
三宅　要 84 三宅正幸 中野
吉田正直 51 吉田俊明 北
松末文子 80 松末一幸 別府甲
内藤克己 82 内藤省伸 玉丘
市場芳松 88 市場秀明 中野
高橋敎男 79 高橋正明 和泉
西脇きみゑ 97 西脇靖弘 別所
内藤康資 59 内藤大滋 横尾
藤原　要 66 藤原健知 河内
佐藤公二 60 佐藤都模子 古坂
淺田こすゑ 94 浅田正彦 繁昌
小薮哲郎 51 小薮知子 栗田
黒田正男 62 黒田和伸 下芥田
三宅充美 87 三宅寛基 中野
髙見いつ子 85 髙見泰憲 古坂
佐伯　貫 87 佐伯文一 西笠原
富永昱美 76 富永義行 南町
横田みつ子 84 横田義宣 中野
吉田初男 92 増田敏幸 別府甲
能瀬松枝 85 能瀬　孝 殿原町
内藤こつね 93 内藤陽三 栗田
松本健三 61 松本聖二 福吉
西村津ね子 94 西村義和 栄
河本靖雄 66 河本久美子 山下
王子富美子 86 王子　博 西笠原
山口宗成 71 山口純史 本町
宮﨑はるゑ 84 宮﨑正利 下芥田
内藤忠雄 85 阿部繁広 横尾
玉置安雄 82 玉置ゑみこ 東長
森田一二三 73 森田一成 玉野
大賀貞子 74 大賀五郎 西谷

死亡者 年齢 喪主 町名

職種：保育士（フルタイム）2 名程度、
児童療育室保育士 1 名（原則 1 日 4
時間程度）
年齢：60 歳未満
受付期間：随時
提出書類：持参または郵送で①市販
の履歴書②保育士証の写し
問合先：総務課☎㊷ 8702
※勤務時間・勤務内容等については
市ホームページに掲載しています

保育士の臨時職員を募集


