
■人権相談　 13:30 ～ 15:30  　9/2（火）　市民会館（☎428727）
■行政相談　 13:30 ～ 15:30  　9/2（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  
    9/11（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  
　8/28（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  
　9/4（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
　9/24（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  
　9/13（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）

8月17日（日） 徳 岡 内 科 （北条町☎420178）
8月24日（日） 佐 竹 医 院 （北条町☎424057）
8月31日（日） 天 沼 医 院 （北条町☎423636）
9月   7日（日） あ さ じ 医 院 （若井町☎440225）
9月14日（日） 米 田 病 院 （尾崎町☎483591）
9月15日（月） 横 田 内 科 医 院 （北条町☎425715）
9月21日（日） 坂 部 整 形 外 科 （北条町☎431444）

18 19

※市外で死亡届を提出された方で「おくやみ」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。

乳 幼 児 健 診

■2か月児（先天性股関節脱臼）健診 
8/25（月）     13:00 ～ 13:45
H20. 6月生まれの乳児　
■4か月児健診  9/2（火）13:00 ～ 13:45
H20. 4月生まれの乳児
■1歳6か月健診  9/9（火）
 13:00 ～ 13:45 H19. 3月生まれの幼児
■2歳児教室　8/20（水） 
13:00 ～ 13:15、14:00 ～ 14:15  
H18. 8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  9/16（火）    13:00 ～ 13:45  
H17. 7月生まれの幼児　
■乳幼児保健相談   9/18（木）　
 13:00 ～ 13:30    希望者　　
■離乳食講習会( 予約制)  8/28（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。
■プレママ教室パート②（予約制）  
9/4（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。

善 意 の 花 束

休日のお医者さん

相　談
　　　  は受付時間です

　
  
市長サロン終了のお知らせ
　初当選以来、丸３年間続けてきた「市長サロン」は、お陰様で初期の目的を果たすことができました。タウンミーティン
グ、パブリックコメント、市長メールなど、市民の皆様のご意見ご要望をお聞きする仕組みは別途ございますので、先月を
もって終了させていただくこととしました。今後も市民の皆様との直接対話に努めていく所存です。　　　　　　  （市長）

お  く  や  み

菅田義雄 86 菅田美喜男 青野町
三宅市男 75 三宅智弘 中野町
高見モヨ 84 高見克幸 北条町南町
森本秀一 48 山本京子 西笠原町
木下　操 94 木下哲男 畑町
石川ヤス子 77 石川保博 畑町
岩崎一子 80 岩崎幸廣 中西町
鈴木ことめ 93 鈴木義一 下芥田町
衣笠末子 86 衣笠博文 坂元町
森川つや子 92 森川隆幸 鶉野町
藤田はるゑ 88 藤田武男 繁昌町
松本百合子 88 松本悟司 田原町
小牧はるゑ 93 小牧義弘 北条町栄町
森　藤夫 84 山田春夫 田原町
高瀬とよ子 72 高瀬　哲 福居町
高見観治 89 高見耕三 野上町
西村とらゑ 94 西村洋祐 山下町
大門秀子 69 大門正男 北条町笠屋
櫻井くにゑ 89 櫻井義博 倉谷町
黒田喜代一 83 黒田和伸 下芥田町
山本いとゑ 82 山本博義 東横田町
神田しづ 90 神田直臣 大工町
篠倉正明 74 篠倉郁子 若井町
藤川美千代 58 藤川一郎 東剣坂町
藤井　明 79 藤井　勝 西剣坂町
塩谷　寛 79 塩谷耕司 坂本町
森　たつ子 88 森　良彦 中西町
山下文子 82 山下孝男 網引町
青木　庸 84 青木　清 畑町
橋爪アキ 85 橋爪義明 中野町
橋尾實紹 79 橋尾真一 別府町甲
吉田まさ 97 吉田孝男 中野町
木下トキエ 85 木下　博 北条町宮前
後藤利男 84 後藤一子 繁昌町
加門芳子 89 加門正美 桑原田町
神田昭郎 81 神田英紀 山田町
大門伊三雄 94 大門正司 福居町
中野貞美 71 中野種義 北条町東高室
春名啓子 68 春名秀雄 北条町古坂 1丁目
山野吉一 77 山野良徳 谷口町

  死亡者 年齢    喪主   町名

変更になる場合があり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。

敬称略。7月1日～ 31日掲載希望届出分

加西市社会福祉協議会（善意銀行）への寄付
■供養預託
 　松本勝哉（笹倉町） 200,000 円
■一般預託
  　牡丹 20,000 円
  　株式会社   本陣 11,770 円

敬称略

いつまでも美味しく食事を楽しめるよ
うに、80歳になっても20本の歯を残す
ようにしよう。これが「８０２０(はち
まるにいまる )運動」です。達成されて
いる方を表彰いたします。ぜひお申し
込みください。
※表彰には事前に市内歯科医師会員の
各歯科医院で歯科健診が必要になりま
す。申込みいただいた方には詳しい歯
科健診のご案内を後日郵送いたしま
す。
対象：80歳以上の市民の方（S4.4/1
以前生まれ）で、自分の歯が 20本
以上残っている方。※ただし、以前
に一度表彰を受けられた方はお申込
みできません。
締め切り：9/16（火）
申込先：国保健康課健康係
 ☎428723

８０２０達成者表彰のお知らせ

日時：9/7(日)　9:00 ～（小雨決行）
荒天の場合9/14(日)延期
場所：玉丘史跡公園
内容：競技は 1 チーム 6名で 2 ラウ
ンド 16 ホール「6名の合計スコア」
で競う。優勝チームは 11/15(土) の
県大会に出場する。
応募資格：高校生以上
応募方法：6名を 1 チームとして、
ハガキにチーム名・代表者名と住
所・電話を明記して、次の宛先まで
〒675-2312加西市北条町北条1044
の 2　大西庸雄　宛
応募締切：8/31（日）必着
問合先：大西庸雄
 ☎430313（20:00以降)

ふれあいの祭典「グランド・
ゴルフ」大会 加西市予備大会
参加チーム募集

業務内容：子育てに関する相互援助
活動の支援並びに会員交流事業
募集人員：1名
資格：保育士、幼稚園教諭、小学校
教諭、看護師のいずれかの免許を有
する方
雇用期間：H20.10/1 ～ H21.3/31（更
新可）
勤務時間 ：8:30 ～ 17:15（8時間勤務）
勤務日：日～火曜日及び木・金曜日
のうち週3日程度
申込期限：9/10（水）
申込方法：履歴書（写真添付）、資格
証明書の写しを持参または郵送下さ
い。
申込先：総務課人事係☎428702
加西市ファミリーサポートクラブ
（男女共同参画センター内）
☎420111

加西市ファミリーサポートクラブ
アルバイト募集 平成 20・21・22 年度建設工事、測

量等（測量・建設コンサルタント
等）、物品の製造・買入れ等（物品
の製造、買入れ、売払い、役務の提
供 [ 小規模修繕工事等を含む ] 等）
にかかる入札参加資格審査申請書の
受付を次のとおり行います。
受付期間：9/1( 月 ) ～ 9/10( 水 ) まで
提出場所：市役所 2 階財務部財政課
申請様式
①建設工事・コンサル等
　国土交通省（地方整備局等）様式
②物品の製造・買入れ等
　市指定用紙（一部 500 円）
　用紙交付 9/10（水）まで
※添付書類については市ホームペー
ジや財政課前掲示板で、要領を掲載
していますので確認してください。
提出方法：持参のみ（9/10 期限厳守）
問合先：財務部財政課☎428704

入札参加資格審査申請書の補充


