
■人権相談　 13:30 ～ 15:30  　7/1（火）　市民会館（☎428727）
■行政相談　 13:30 ～ 15:30  　7/1（火）　市民会館（☎428739）
■人権擁護委員による人権相談所　 9:00 ～ 16:00  
　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・身体障害者福祉相談　 13:30 ～ 16:00  
    7/10（木）　健康福祉会館 （☎430303）
■心配ごと・法律相談・身体障害者福祉相談　 9:00 ～ 11:00  
　6/26（木）　健康福祉会館（☎430303）
■市民相談　 8:30 ～ 17:00  
　月～金曜日　市役所市民相談室（☎428705）
■消費者相談　 8:30 ～ 17:00  
　毎週月火木金　市役所市民相談室（☎428739）
■教育相談 　 9:00 ～ 16:00  
　月～金曜日　教育研修所（☎483993）
■青少年相談（青少年の日常生活の諸問題等）　 9:00 ～ 17:00  
　月～金曜日　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）　 9:00～ 16:00
　月～金曜日  健康福祉会館 家庭児童相談室 （☎426704） 
■母子相談（母子に関する相談）　 13:00 ～ 17:00  
　月～金曜日　市役所  こども未来課（☎428726）
■ボランティア相談　 13:30 ～ 15:30  
　7/3（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（精神科医師の専門相談）　 13:00 ～ 15:00
　7/23（水）　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）　 13:30 ～ 16:00  
　7/12（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）

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）
7月  6日（日） 西 村 医 院 （中野町☎490001）
7月13日（日） 小 野 寺 医 院 （王子町☎483737）
7月20日（日） 北 条 田 仲 病 院 （北条町☎424950）
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加西市社会福祉協議会（善意銀行）への寄付
■一般預託
  　小野工業高校同窓会　加西支部     　　 23,500 円
　  （チャリティーゴルフ大会寄付）
  　牡丹        　　 20,000 円
  　藤田國雄     　   100,000 円
  　株式会社   本陣      　　 11,058 円
  　31 会        　　 11,729 円

志方正實 80 志方正典 朝妻町
内藤きみゑ 91 内藤利昭 北条町横尾
武田小石子 97 藤田國雄 北条町西南
西浦良和 91 西浦　徹 玉野町
菅野　巧 79 菅野和弘 都染町
徳岡　清 86 徳岡政則 下道山町
三宅ちよの 85 三宅喜正 中野町
山端さかゑ 81 山端良男 繁昌町
正中常治 89 正中敏昭 北条町宮前
中村義一 92 中村利昭 中野町
河合常二 94 河合章央 国正町
織邊且二 85 織邊美智也 網引町
東一時雄 69 東一雅幸 満久町
井上賀壽子 89 井上知也 田谷町
玉置　強 61 玉置なつ子 北条町西南
田中吉正 68 田中吉典 豊倉町
山田定雄 94 山田二郎 国正町
森海一郎 84 森　博 下万願寺町
織田貞勝 77 織田伸洋 島町
佐伯アイ子 91 佐伯武彦 西笠原町
三枝二三郎 89 三枝正男 北条町御幸
横田三郎 95 横田孝幸 中野町
古角幸子 73 古角義信 北条町笠屋
高見正直 72 高見賢吾 野上町
後藤義弘 75 後藤弘明 殿原町
川嶋つたへ 94 川嶋克己 坂元町
伊藤武男 83 伊藤容博 和泉町
長谷川　正 63 長谷川とし子 繁昌町
繁山ハツ子 75 繁山雅彦 繁昌町
内藤さざ子 85 内藤優 玉丘町
小牧一夫 81 小牧大祐 殿原町
篠倉あけみ 88 篠倉光男 若井町
高橋つる 94 高橋廣昭 北条町西高室
幸田　曉 75 幸田省一 栄町
高橋恵美子 70 高橋　晃 和泉町
大西實治 81 大西正明 北条町西南
髙井ちづこ 87 髙井壽郎 北条町横尾
岡本時夫 78 岡本哲也 尾崎町
松本巳代子 90 松本勝哉 笹倉町
岩崎　修 76 岩崎　覚 野田町
正中善男 59 正中麗子 北条町小谷
藤川しづよ 87 藤川一郎 東剣坂町
前田みさゑ 90 前田幸良 両月町

※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。

善 意 の 花 束 (敬称略)

休日のお医者さん

相　談
　　　  は受付時間です

加西市への寄付
  　 Country  Rabbit（図書館図書購入費用として） 　　 20,000 円
   　河合　實（ふるさと納税として）  　   500,000 円

お  く  や  み
  死亡者 年齢    喪主   町名

変更になる場合がございますので電話で確認して下さい。
また、消防本部（☎420119）でも確認することができます。
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加西市成人式の企画・運営を行う新
成人のスタッフを募集します。
※2009年成人式は、S63.4/2 から H
元.4/1 までに生まれた方が対象で、
来年1/11（日）開催予定です。
募集締切：7/18（金）
問合・申込先：市民交流課☎428775

成人式を君たちの手で創り上
げよう！
運営スタッフ募集

　

乳 幼 児 健 診

■2か月児（先天性股関節脱臼）健診 
6/23（月）     13:00 ～ 13:45
H20.  4月生まれの乳児　
■4か月児健診  7/1（火）  13:00 ～ 13:45
H20. 2月生まれの乳児
■1歳6か月健診  7/8（火）
 13:00 ～ 13:45 H19. 1月生まれの幼児
■2歳児教室　6/25（水） 
13:00 ～ 13:15、14:00 ～ 14:15  
H18. 6月生まれの幼児
対象者には個別に通知します。
■3歳児健診  7/15（火）    13:00 ～ 13:45  
H17. 5月生まれの幼児　
■乳幼児保健相談   7/24（木）　
 13:00 ～ 13:30    希望者　　
■離乳食講習会( 予約制)  7/31（木）  
 13:00 ～ 13:30  
3 ～ 6か月の乳児の保護者（定員10名）
※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）  7/3（木）
 13:00 ～ 13:30  
妊娠5 ヶ月以降のママとパパ 

　　　  は受付時間です
■母子健康手帳の交付
  8:30 ～ 17:15　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
  8:30 ～ 17:15　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していただ
けます。

特に記載のないものは、健康増進セン
ターで実施します。

問合先：国保健康課健康係☎428723

★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。

私たちは、どれだけ多くの人の思い
やりや優しさにつつまれて成長して
きたのでしょう。
子どもを想い、親を想い、そしてふ
るさとを想う『愛』のメッセージを
綴ってみませんか？
応募規定：
①ハガキ（手紙）、FAX、e-mail で
　応募してください。
②字数は 600 字以内。ジャンル、　
　形式は問いません。
③応募点数制限なし。
④次の記入事項を必ず記載してくだ
　さい。氏名・匿名の有無・電話番
　号・住所・年齢・男女の別・題名・
　誰に宛てたか
⑤応募作品は返却しません。また、
　作品は加西市に帰属します。
⑥冊子等で作品発表の際、一部修正
　することもあります。
応募締切：H21.1/31（土）まで
発表：H21.5　入賞者に通知します
表彰：H21.8 下旬
応募・問合先：加西市市民福祉部人
権推進課「愛の詩」係
☎42 8727    ℻  43 1380
e-mail  jinken@city.kasai.hyogo.jp

第１０回「愛の詩」募集

都市計画に関する事項を調査・審議
する審議会で、都市計画を決定する
上で欠かせない手続きの一つです。
今回、15 名の委員の内 1 名を公募
します。あなたの意見を計画に活か
してみませんか？
応募資格：市内に在住する方
期間：委嘱日（H20.7/28 の予定）
～ 2 年間　※会議は原則平日昼間開
催、年 2 ～ 3 回程度　
募集人員：1 名
委員報酬：1 回 8,300 円（現行。た
だし、条例改正により減額する可能
性有）
応募方法：郵便又は e-mail で 2 つ
の課題について論文（800 字程度）
を作成し、住所・氏名・年齢・職業
を記入して応募して下さい。
課題①「志望動機」②「あなたが描
く加西のまちの将来像」
応募締切：7/14（月）まで
選考方法：選考委員会にて選考。結
果は応募者全員に連絡致します。
応募・問合先：〒 675-2395 加西市
役所都市開発部都市計画課　☎42
8753　e-mail:toshi@city.kasai.hyogo.jp
（ただし、土・日を除く8:30から17:15まで）

加西市都市計画審議会委員募集

　

  

６月市長サロン
　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

ぜんぼう保育所では、「地域子育て
支援拠点事業」の指定を受け、体験
保育を実施します。
実施期間：7/1 ～ 28、8/4 ～ 29、
9/1 ～ 26、10/1 ～ 28、11/4 ～ 28、
12/1 ～ 26 ※ 9 月は 2 歳児のみ募集
対象：在宅（保育園に入園していな
い）の満 2 歳以上のお子さん
体験期間：4 週間（土曜日は休み）
募集人数：各 1 名
2 歳児 (H17.4/1 ～ H18.3/31）
3 歳児 (H16.4/1 ～ H17.3/31)
4 歳児 (H15.4/1 ～ H16.3/31)
5 歳児 (H14.4/1 ～ H15.3/31)
保育時間：9:30 ～ 15:00（昼食とお
やつがつきます）
保育料金：8,000 円 (8 月は 6,000 円 )
申込先：ぜんぼう保育所☎48 3765

ぜんぼう体験保育 参加者募集

国際交流協会では、国際交流イベン
トや日本語クラスのボランティアス
タッフを募集しています。
問合・申込先：加西国際交流協会（経
営戦略室内）　☎428700
e-mail   keiei@city.kasai.hyogo.jp

楽しい外国人とお友達になろ
う！！


