10月11日は「安全・安心なま
ちづくりの日」
10/11（土）〜 20（月）までの 10日
間は『地域安全運動』期間です。
みんなでつくろう安心のまち！
問合先：加西警察署☎㊷0110

募

集

市民音楽祭で披露
あなたの想い出募集
11/3市民音楽祭で「想い出の曲」を
アコーディオン演奏にのせて聴衆全
員で歌います。次の曲について、想
い出がありましたら文章にしてお送
りください。当日、披露させていた
だきます。
想い出の曲：
①野に咲く花のように
②この広い野原いっぱい
③見上げてごらん夜の星を
④翼をください
⑤ひょっこりひょうたん島
⑥さんぽ（となりのトトロより）
⑦赤とんぼ
⑧もみじ
応募締切：10/10（金）
申込先：加西市音楽協会事務局の柏
木まで☎㊷0697 ℻ ㊸0697
E-mail:hojo-g@gol.com

第3回田舎体験ふれあい交流会
イモ掘り、焼きイモ、牡丹鍋・・・
田舎体験を通して素敵な出会いを見
つけませんか？
日時：10/26（日）10:00 〜 16:30
場所：加西市上万願寺町の「畑」及
び「交流施設」
定員：男女各 15 名程度
※応募多数の場合は抽選にて決定
対象：男性／加西市在住又は勤務の
独身の方
女性／ 20 歳以上の独身の方
会費：男性 5,000 円 女性 3,000 円
締め切り：10/18（土）
共催：加西市地域産業課
申込先：原始人会☎㊹ 0150
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配食サービスボランティア募集
加西市ボランティア・市民活動セン
ターでは、下記のボランティア活動
者を募集しています。お気軽にご連
絡ください。
■調理ボランティア：栄養士の指導
のもと、薄味、衛生面に気配りしな
がら配食サービス利用者のお弁当を
調理。
活動日：金曜日は月 1 回活動
時間：9:00 〜 12:00（お盆・年末年始・
祝日は休み）
■配達ボランティア：ひとり暮らし
で調理に困っている高齢者などを対
象にお弁当をお届けします。
活動日：月・水・金曜日
時 間：11:00 〜 1 時 間 程 度（ お 盆・
年末年始・祝日は休み）
問合先：加西市社会福祉協議会
ボランティア・市民活動センター
☎㊸ 8133 ℻ ㊷ 6658

文芸誌『子午線』
随筆部門作品募集
文芸誌『子午線』は創刊32年を迎え、
随筆作品を募集します。テーマは自
由。 最 優 秀 賞 は 副 賞 と し て 45,000
円を贈呈。奮ってご応募ください。
応募資格：東播磨地域（8市3町）に
在住の方。
応募方法：400字詰め原稿用紙換算
で 3枚以内。応募原稿の表紙に題名、
氏名、年齢、性別、住所、職業、連
絡 先 を 明 記。 未 発 表 の 自 作 品 に 限
る。応募原稿は返却しません。
応募締切：10/31必着（当日消印有効）
提出先：兵庫県立嬉野台生涯教育セ
ンター復興課内『子午線』係
☎0795㊹0714
〒673-1415加東市下久米1227-18

乳幼児健診
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。
■2か月児（先天性股関節脱臼）健診
9/22（ 月） 13:00 〜 13:45
H20. 7月生まれの乳児
■4か月児健診 10/7（ 火）13:00 〜 13:45
H20. 5月生まれの乳児
■1歳6か月健診 10/14（ 火）
13:00 〜 13:45 H19. 4月生まれの幼児
■2歳児教室 9/24
（水）
13:00 〜 13:15、14:00 〜 14:15
H18. 9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 10/21（ 火） 13:00 〜 13:45
H17. 8月生まれの幼児
■乳幼児保健相談 10/16（ 木）
13:00 〜 13:30 希望者
■離乳食講習会( 予約制) 10/30
（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）
10/9（ 木）13:00 〜 13:30
妊娠5 ヶ月以降のママとパパ
特に記載のないものは、健康増進セン
ターで実施します。
★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。

問合先：国保健康課健康係☎㊷8723

市有施設の利用について
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案を募集し
ます。利用計画の提案内容を受けて貸与・譲渡の可否を判断します。有償無償
を問わずご提案ください。例えば、喫茶店、レストランや宿泊施設等への利活
用など自由な発想の提案をお待ちしています。 問合先：経営戦略室☎㊷ 8700

相

談

善意の花束

は受付時間です
■人権相談 13:30 〜 15:30 10/7
（火） 市民会館（☎㊷8727）
■行政相談 13:30 〜 15:30 10/7
（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
10/9
（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
9/25（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） 8:30 〜 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
10/2（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
10/12（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）

休日のお医者さん
9月21日
（日）
9月23日
（火）
9月28日
（日）
10月 5日
（日）
10月12日
（日）
10月13日
（月）
10月19日
（日）

坂 部 整 形 外 科
大 杉 内 科 医 院
荒
木
医
院
おりた外科胃腸科医院
つつみ神経内科
みのりクリニック
西
村
医
院

（北条町☎㊸1444）
（別府町☎㊼0023）
（北条町☎㊸9711）
（北条町☎㊷6000）
（野上町☎㊺2050）
（下宮木町☎㊾8470）
（中野町☎㊾0001）

変更になる場合がありますので電話で確認して下さい。
消防本部（☎㊷0119）でも確認することができます。

9月24日〜 30日は結核予防週間
結核は、今でも全国で年間約 3 万人が発病し、約 2 千人の方
が亡くなっている感染症です。北播磨圏域においても、昨年は
52 人の方が発病しました。
結核は、結核菌が、咳やくしゃみをしたときに飛び散り、周
りの人が感染していく病気です。毎年定期健診を受ける、乳児
は満 3 ヶ月になると BCG を受ける等、結核を予防しましょう。
問合先：国保健康課健康係

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
大西尚亮（繁昌町）
100,000 円
■一般預託
106,550 円
加西市曹洞宗寺院一同（酷暑義捐托鉢）
牡丹
20,000 円
株式会社 本陣
10,156 円

お く や み
死亡者

年齢

喪主

町名

小林さかゑ

94 小林久義

大柳町

村田みさゑ

83 村田五郎

西長町

織田幸作

81 織田健一

田原町

金志三郎

90 金志重夫

中富町

山野廣二

87 山野建一

谷口町

田中美津子

65 田中輝晃

中野町

吉田末春

76 吉田なをゑ

常吉町

後藤

64 後藤三千代

琵琶甲町

68 甲

昌也

東横田町

判田たつ子

75 柴田祐二

桑原田町

後藤

53 後藤祐介

鶉野町

小川マサ子

79 小川員子

山下町

濱田繁子

67 濱田輝昭

繁昌町

中井義和

87 中井將人

網引町

谷田ひとみ

54 谷田

勝

西谷町

橋爪克幸

62 橋爪一喜

田原町

別府光雄

83 別府光信

別府町甲

西村みさの

89 西村紀保

別府町甲

南

87 南

北町

甲

保
義則
昇

數義

光子

国田有子

46 国田徹也

上万願寺町

田中廣元

69 田中昌彰

福住町

見上義一

87 見上敏幸

西剣坂町

岩佐ヒフミ

78 岩佐勝義

鎮岩町

塚本一雄

70 塚本浩一

北条町黒駒

敬称略。8月1日〜 31日掲載希望届出分
※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。

☎㊷ 8723
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