
■人権相談　 10:00 ～ 15:30  　2/3（火）　市民会館（☎428727）
■行政相談　 13:30 ～ 15:30  　2/3（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  
　1/22（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  
    2/12（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  
　2/5（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
　1/28（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）   00:61～03:31 　
　2/14（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）
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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 
1/26（月）     13:00 ～ 13:45
H20. 11月生まれの乳児　
■4か月児健診  2/3（火）13:00 ～ 13:45
H20. 9月生まれの乳児
■1歳6か月健診  2/10（火）
 13:00 ～ 13:45 H19. 8月生まれの幼児
■2歳児教室　1/28（水） 
13:00 ～ 13:15、14:00 ～ 14:15  
H19. 1月生まれの幼児
■3歳児健診 2/17（火）   13:00 ～ 13:45 
H17. 12月生まれの幼児　
■乳幼児保健相談   2/19（木）　
 13:00 ～ 13:30    希望者　　
■離乳食講習会( 予約制)  1/29（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。
■パパママクラブクラブ（予約制）  
3/5（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。

相　談
　　　  は受付時間です

お  く  や  み

切貫より江 97 切貫英雄 下芥田町
内藤きみよ 88 内藤憲造 和泉町
岩尾利一 76 岩尾典久 広原町
松尾正子 75 松尾政次 河内町
上見文男 87 村岡恵子 網引町
古元一郎 88 古元美貴男 下宮木町
小篠俊數 79 小篠一幸 若井町
石野秀松 88 石野秀男 西谷町
溝辺孝雄 66 溝辺千代子 殿原町
深山繁一 84 深山泰秀 広原町
岡本たき江 95 岡本　孝 大内町
古角廣次 82 古角喜和 西横田町
宮﨑しづこ 88 宮﨑　修 広原町
古家ヨシコ 98 古家　大 若井町
高橋　清 95 高橋　章 国正町
荒木のぶ江 84 荒木清子 池上町
浅井勝代 79 浅井泉雄 北条町南町
丸本正次 83 丸本やす子 若井町
村田　脩 80 村田勝浩 西長町
高瀬岩雄 88 高瀬義則 朝妻町
山本　弘 69 山本勝弘 大村町
山本　強 81 山本　豊 北条町西南
釜坂はるゑ 81 釜坂和正 若井町
高見正惠 91 高見昌宏 北条町古坂
杉井貞昭 50 杉井貴洋 和泉町
水谷義一 82 水谷元一 和泉町
高見光雄 79 高見洋一 河内町
松井恒子 77 松井　均 坂元町
野田さだ子 88 野田誠男 北条町古坂
森　しげの 100 森　敏正 畑町
黒田志ず子 93 黒田俊和 鶉野町
春名義夫 82 春名政幸 谷町
和田重雄 76 和田豊志 若井町
松岡あさ子 90 松岡生一 国正町
竹内孝美 69 竹内博俊 北条町古坂
西村道英 71 西村忠治 東笠原町
中川三郎 88 中川正春 山下町
吉田かず子 82 吉田　敏 中野町
佐々木　正 86 佐々木信行 北条町南町

  死亡者 年齢    喪主   町名

1月18日（日） 安 積 医 院 （西剣坂町☎460361）
1月25日（日） 三 宅 医 院 （中野町☎490067）
2月 1日（日） 徳 岡 内 科 （北条町☎420178）
2月 8日（日） 大 杉 内 科 医 院 （別府町☎470023）
2月11日（祝） 荒 木 医 院 （北条町☎439711）
2月15日（日） 小 野 寺 医 院 （王子町☎483737）

休日のお医者さん

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。12月1日～ 31日掲載希望届出分

子どもの急な病気に困ったら

■相談時間
月～土曜日 18:00 ～ 24:00
日祝日　　 9:00 ～ 24:00
■電話番号
♯ 8000（プッシュ回線、携帯電話）
078-731-8899（ダイヤル回線、IP 電話）

善 意 の 花 束 敬称略

■一般預託　　　　　　兵庫県立農業大学校自治会 20,000 円
円000,02 丹牡　　　　　　
円289,01 陣本   社会式株　　　　　　
円000,01 名匿　　　　　　
円554,06 会協道茶市西加　　　　　　

■供養預託　　　　　　山下町　　衣笠勝弘 100,000 円
　　　　　　西野々町　阿木美代子 170,000 円

加西市社会福祉協議会（善意銀行）への寄付

地域活動指導者養成講座（2年制）
入学資格：おおむね 56歳以上の県
内在住者で地域活動に意欲を有し、
将来、地域活動をしようとする方
募集定員：健康福祉系50人
地域環境系50人
費用：出願費用1,000円
入学金6,000円
年間受講料60,000円
出願期間：2/2（月）～ 6（金）

平成21年度兵庫県いなみ野学園
学生募集

高齢者大学講座（4年制）
入学資格：県内在住者、満60歳以上で
生涯学習や地域活動に意欲のある人
募集定員：園芸学科100人
健康福祉学科200人
文化学科100人
陶芸学科40人
費用：出願費用1,000円
入学金6,000円
年間受講料60,000円
※別途実習費が必要な学科あり
出願期間：2/12（木）～ 19（木）

募集要項：長寿介護課または、いな
み野学園事務室まで
問合先：兵庫県いなみ野学園
☎ 079-424-3342
長寿介護課☎42 8728

美術工芸作品展へ出展する作品を募
集します。
募集作品：絵画・書道・写真・工芸・
彫塑・CG アート・立体作品※応募
作品は未発表のものに限ります。
応募資格：県内居住の障害者（児） 
募集締切：2/27（金）
開催期間：3/17（火）～ 22（日）
開催会場：兵庫県立美術館　原田の
森ギャラリー西館
※作品の規格や応募方法などの詳細
については、下記担当係までお問い
合わせください。
問合先：社会福祉課障害者支援係

108143  ℻　527842☎

第４回兵庫県障害者芸術・文
化祭「美術工芸作品展」

神戸新聞社では結婚 50 年を迎えら
れたご夫婦を招き、「金婚夫婦祝福
式典」を行っています。該当者はも
れなくお申込下さい。
対象：昭和 35年中に婚姻届を提出
した県内在住のご夫婦
締切：2/27 必着※定員になり次第締切
申込先：詳細はお近くの神戸新聞販
売店または神戸新聞社地域活動局☎
078-362-7052 でお確かめ下さい。

金婚夫婦祝福式典

～ハイキングを通じたまちづくりに
参加しませんか～

加西市には、笠
松山、鎌倉山な
ど多数のハイキ
ングコースがあ
ります。これら

のハイキングコースのPRをはじめ、
市や観光まちづくり協会等が主催す
るハイキングイベントのお手伝い、
更には新たなハイキングコースの発
掘などにご協力いただける方を募集
しています（数名程度）。
興味をお持ちの方は、2 月 13 日（金）
までに是非一度ご連絡ください。
問合先：ふるさと営業課☎42 8740

ハイキングマスター募集

鎌倉山

秘書・政策立案業務（補助）などを
行うスタッフ（臨時職員）1名を募集。
募集期間：1/21（水）～ 2/20（金）
勤務時間：8：30 ～ 17：15 まで
（時間外勤務あり）
採用期間：H21.4/1 ～ H22.3/31
（期間延長あり）
賃金：時給1,000円※通勤手当なし
応募資格：会社等での勤務経験が 3
年以上ある方。要パソコンスキル。
応募方法：履歴書（市販のもので顔
写真添付）を下記まで郵送
選考方法：書類審査および面接
面接日：応募者に後日通知
問合先：総務課　☎428702

■秘書スタッフ募集

小児救急電話相談 ＃  ８   ０  ０  ０


