
■人権相談　 13:30 ～ 15:30  　11/4（火）　市民会館（☎428727）
■行政相談　 13:30 ～ 15:30  　11/4（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  
    11/13（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  
　10/23（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  
　11/6（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
　11/26（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  
　11/8（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）

10月19日（日） 西 村 医 院 （中野町☎490001）
10月26日（日） 安 積 医 院 （西剣坂町☎460361）
11月   2日（日） 米 田 病 院 （尾崎町☎483591）
11月   3日（月） 小 野 寺 医 院 （王子町☎483737）
11月   9日（日） 北 条 田 仲 病 院 （北条町☎424950）
11月16日（日） 田尻内科循環器科 （北条町☎437931）
11月23日（日） 三 宅 医 院 （中野町☎490067）
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※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 
10/27（月）     13:00 ～ 13:45
H20. 8月生まれの乳児　
■4か月児健診  11/4（火）13:00 ～ 13:45
H20. 6月生まれの乳児
■1歳6か月健診  11/11（火）
 13:00 ～ 13:45 H19. 5月生まれの幼児
■2歳児教室　10/22（水） 
13:00 ～ 13:15、14:00 ～ 14:15  
H18.10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 11/18（火）   13:00 ～ 13:45 
H17. 9月生まれの幼児　
■乳幼児保健相談   11/20（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。
■プレママ教室パート①（予約制）  
11/6（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

お  く  や  み

大西　勝 69 大西正子 下道山町

黒崎たつゑ 96 黒崎忠彦 国正町

大西啓之 69 大西千裕 北条町西南

菅野のぶゑ 92 菅野博行 繁昌町

片岡政一 80 片岡　裕 小印南町

小田清人 74 小川　清 坂元町

岡井　功 74 岡井隆子 田原町

高見あき子 89 高見貞勝 北条町古坂

安富重子 97 安富正博 畑町

金志忠彦 66 金志春樹 中富町

水谷よしの 92 魚住　実 和泉町

片岡すがの 93 片岡秀夫 小印南町

西面二郎 90 西面信廣 別府町甲

小山みつ 84 小山正美 広原町

織邊仁一 80 織邊吉弘 網引町

高井　亨 77 高井誠三 上万願寺町

筧　美代子 84 筧　知 網引町

高井武司 64 高井俊成 北条町横尾

宇高　登 77 宇高てるよ 北条町東高室

能瀬俊子 94 能瀬輝久 北条町江ﾉ木

谷口なつ子 85 谷口義博 繁昌町

玉田良博 56 玉田郁也 北条町宮前

岩崎逸二 72 岩崎晴彦 野田町

中田竹一 75 中田正彦 王子町

柴田あき子 82 柴田忠男 常吉町

森　巖 87 森　徹郎 畑町

別府淺美 87 別府　均 別府町甲

多田みつこ 90 多田博己 都染町

上原敏尚 70 上原尚広 西長町

豊田純子 87 岡山亮徹 山下町

  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。
消防本部（☎420119）でも確認することができます。

敬称略。8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
　柏原英生（北条町西高室） 100,000 円
■一般預託
牡丹 20,000 円
泉中学校 39 年卒  在田分教室同窓会 15,000 円
株式会社   本陣 11,560 円

敬称略

障害福祉計画策定のため、市民のみ
なさまから委員募集します。
期間：10/15(水) ～ 11/21(金)
募集人数：福祉団体、保健医療、地
域住民、事業者、関係行政機関より
各2名程度
応募資格：市内に住所又は福祉施設
を有する方。※現在、市で設置する
ほかの審議会などの委員を３つ以上
兼務している人は除く
委員の任期等：H21.3/31 まで
委員会は期間内に 2回程度(平日昼
間)開催予定。
謝礼：会議出席1回につき、8,300円
申込方法：11/21（金）までに、応募
申込書に必要事項を記入し、「障害
福祉について」をテーマとした小論
文を添えて、郵送、FAX、電子メー
ルで下記まで
申込先：社会福祉課
☎428725　℻  431801
e-mail　fukushi@city.kasai.hyogo.jp

加西市障害者基本計画・障害福
祉計画策定委員会の委員募集

募　集

児童手当を受給されている方の手当
（6 ～ 9 月分）を、10/10（金）に指
定口座に振込みましたのでご確認く
ださい。
問合先：こども未来課☎42 8726

児童手当10月期振込のお知らせ

加西市身体障害者協会、加西市手を
つなぐ育成会、加西市精神障害者家
族会はとの会の合同運動会です。
皆さんの参加をお待ちしております。
日時：10/25（土）10:00 より開会式
雨天の場合 10/26（日）
場所：北条小学校運動場
参加費：無料
参加資格：障害手帳をお持ちの方と
その家族
申込期日：10/20（月）
申込先：各地域の支部長まで
問合先：加西市身体障害者協会事務
局☎43 8133　

第27回加西市障害者運動会
参加者募集

10/1 から 3 ヶ月間にわたって、共
同募金運動が全国展開されていま
す。集められた募金は地域福祉推進
のため活用させていただきます。今
年も皆さまの温かいご支援をお願い
します。
問合先：加西市社会福祉協議会
☎428888　℻  426655

赤い羽根共同募金運動に
ご協力を

社員、従業員、アルバイトなど、労
働者を１人でも雇い入れた事業者
は、労働保険（労災保険・雇用保険）
の加入手続きをして、労働保険料を
申告・納付することが義務付けられ
ています。
労働保険の加入手続きについては下
記のホームページまたは問合先まで
兵庫労働局ホームページ
http://www.hyougo-roudoukyoku.go.jp
問合先：
西脇労働基準監督署☎0795-22-3366
西脇公共職業安定所☎0795-22-3181

10月は『労働保険適用促進月間』

■市では、サラ金やクレジットなど
の返済でお困りの方の事情をお聞
きして、法律専門家（弁護士・司法
書士）への橋渡しをおこなっていま
す。お悩みの方、ご相談ください。
窓口：市役所市民相談室☎42 8739
毎週月火木金　8:30 ～ 5:00　
■ 9 月から 12 月は多重債務者相談
強化キャンペーン期間です。弁護士
による無料相談が実施されます。ま
ずはこの機会に相談窓口へ。
夜間相談：毎週水曜日
17:30 ～ 20:00
休日相談：毎月第 2・第 4 土曜日
13:00 ～ 16:00　　　　
窓口：兵庫県弁護士会神戸相談所
予約制 078-341-1717

多重債務者相談強化キャンペー
ンのお知らせ

兵庫県最低賃金：時間額　712円　
（平成20年10月22日発効）

募集開始：10/20（月）から
運行期間：12/8（月）～ 23（火）
申込先：北条鉄道☎420036

今年もサンタ列車運行


