
■人権相談　 10:00 ～ 15:30  　12/2（火）　市民会館（☎428727）
■行政相談　 13:30 ～ 15:30  　12/2（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・法律相談・身体障害者福祉相談　 9:00 ～ 11:00  
　11/27（木）　健康福祉会館（☎430303）
■心配ごと相談・身体障害者福祉相談　 13:30 ～ 16:00  
    12/11（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  
　12/4（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
　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  
　12/13（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）

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）
11月24日（月） 徳 岡 内 科 （北条町☎420178）
11月30日（日） 天 沼 医 院 （北条町☎423636）
12月   7日（日） 佐 竹 医 院 （北条町☎424057）
12月14日（日） あ さ じ 医 院 （若井町☎440225）
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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 
11/25（火）     13:00 ～ 13:45
H20. 9月生まれの乳児　
■4か月児健診  12/2（火）13:00 ～ 13:45
H20. 7月生まれの乳児
■1歳6か月健診  12/9（火）
 13:00 ～ 13:45 H19. 6月生まれの幼児
■2歳児教室　11/26（水） 
13:00 ～ 13:15、14:00 ～ 14:15  
H18.11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 12/16（火）   13:00 ～ 13:45 
H17. 10月生まれの幼児　
■乳幼児保健相談   12/17（水）　
 13:00 ～ 13:30    希望者　　
■離乳食講習会( 予約制)  11/28（金）  
 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）  
12/18（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

増岡靜代 95 増岡宏則 三口町

松本つる 88 松本久雄 山下町

神田よし子 93 神田幸一 山田町

谷口　勝 71 谷口栄一 繁昌町

西脇ふさゑ 96 西脇房雄 別所町

山野とくゑ 98 山野良徳 谷口町

菅野よしゑ 83 菅野　豊 桑原田町

佐伯康雄 75 佐伯妙子 西笠原町

菅野富士夫 64 菅野孝誠 桑原田町

楠田敏己 76 楠田たみ子 佐谷町

岡本のぶ子 84 甲　輝一 北条町栗田

高見しげこ 81 高見勝彦 鴨谷町

永田　勝 74 永田孝江 青野原町

山本絹江 94 山本壽一 東横田町

小林芳郎 83 小林宏悦 北条町笠屋

本玉孝治 87 本玉敏郎 玉野町

岩崎哲郎 81 岩崎輝雄 尾崎町

森本みち子 56 森本高夫 北条町東南

小田おげん 89 小田修一 鴨谷町

菅野達雄 80 菅野俊男 常吉町

深江敏夫 55 深江裕子 鶉野町

高嶋竒一 75 高嶋章雄 中富町

新木　清 83 新木茂美 栄町

水谷昭平 79 水谷　彰 西野々町

小岩秀雄 85 小岩栄一 田原町

衣笠文子 67 衣笠勝弘 山下町

藤本幸代 71 藤本晃暁 下宮木町

圓満一夫 86 圓満志郎 上万願寺町

藤本　正 75 藤本正和 佐谷町

上坂俊己 73 上坂明彦 若井町

  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。10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
　匿名 200,000 円
■一般預託
牡丹 20,000 円
匿名 10,762 円
株式会社   本陣 11,732 円
西村書店（お客様募金） 23,235 円

敬称略

募　集

種目：2 等陸海空士（男子）
募集資格：18歳以上27歳未満の男子
試験日：11/29（土）30（日）12/20（土）
受付期間：各試験日前日まで
問合先：自衛隊兵庫地方協力本部
☎ 078-331-9896 ～ 9898
自衛隊兵庫地方協力本部青野原分駐所
☎ 0794-66-7959

自衛官募集
「2等陸・海・空士（男子）」

期日：12/21（日）小雨決行
※雨天 12/23（火）
場所：善防中学校周辺コース（日本
陸連ハーフマラソン公認コース）
参加資格：加西市内に居住・勤務・
通学しているもの
種目：
男子小1以下～ 60歳以上（1000m～
5000m）の 13部門
女子小1以下～ 25歳以上（1000m～
3000m）の 10部門
の男女別年齢別に計23部門
※詳細に関しては下記申込先にお問
合せ下さい。
日程：受付8:00 ～ 8:30
開会式 8:30 ～ 8:45
競技9:00 ～ 12:00
閉会式12:30 ～
参加費：高校生以上1人400円
小・中学生1人300円
※当日受付時、納金
表彰：各部とも 3位まで表彰。ただ
し、申込み人数が 20名以上の場合
は 6位まで申込み人数が 40名以上
の場合は 10位まで
※小学1・2年生の部は、申込み者
が 60名を越えた場合、A・B の 2部
に分けて競技。各部6位まで表彰。
申込締切：12/5（金）必着
申込先：〒675-2223 加西市三口町
740  加西市陸上競技協会  稲岡進宛  
☎482077

第42回市民ロードレース大会

地域・団体等で行われるクリスマス
行事やイベントで使用するサンタの
衣装の貸出しをしています。
貸出期間：原則 5日間以内
受付：平日 9:00 ～ 17:00 電話受付可
貸出場所：加西市健康福祉会館 2棟
2階地域福祉推進室  
貸出対象：加西市内在住又は在勤の
方で団体を優先（三世代ふれあい、
いきいきサロン、地域団体、など）
貸出品：サンタの衣装 1セット（上
着・ズボン・ベルト・ひげ・プレゼ
ントを入れる白い袋・メガネ・帽子・
クリスマスソングテープ）
※ 7着ありますが、予約多数の場合
はお断りすることがあります。
使用料：無料　
申込先：加西市社会福祉協議会地域
福祉推進室☎43 8133　℻  42 6658

地域活動に活用ください
サンタの衣装を貸出します

このたび高病原性鳥インフルエンザ
に関する鶏等（※）の監視体制が強
化されました。これを受け市では前
回 (’04) 調査をもとに飼育者や品種・
羽数を調査中です。鶏等を飼ってお
られましたら下記までご連絡下さ
い。※既に回答済みの場合は不要。
※今回の「鶏等」とは鶏・烏骨鶏・
アヒル・合鴨・うずら・七面鳥・だ
ちょう・キジ・ホロホロ鳥です。
問合先：農政課☎42 8741

家庭で鶏等を飼っている皆様へ

■助産師　2名程度
昭和41年4月2日以降生まれの方で、
助産師の免許を有する方、又は平成
21年に同免許を取得見込の方。

■看護師　4名程度
昭和46年4月2日以降生まれの方で、
看護師の免許を有する方、又は平成
21年に同免許を取得見込の方。

受付期間：11/17(月) ～ 12/11(木)
採用試験：12/20(土)
問合先：市立加西病院経営推進室
☎422200

市立加西病院職員募集

子どもの急な病気に困ったら
小児救急電話相談＃  ８   ０  ０  ０
月～土曜日 18:00 ～ 24:00
日祝日・年末年始　9:00 ～ 24:00
♯ 8000（プッシュ回線、携帯電話等）
078-731-8899（ダイヤル回線等）


