
■人権相談　 13:30 ～ 15:30  　5/7（木）　市民会館（☎428727）
■行政相談　 13:30 ～ 15:30  　5/7（木）　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☎0795420201
■心配ごと・法律相談・身体障害者福祉相談　 9:00 ～ 11:00  
　4/23（木）　健康福祉会館（☎430303）※法律相談は受付10名まで
■心配ごと相談・身体障害者福祉相談　 13:30 ～ 16:00  
    5/14（木）　健康福祉会館 （☎430303）
■市民相談　 8:30 ～ 17:00  
　月～金曜日　アスティアかさい3階市民相談室（☎428739）
■消費者相談　 8:30 ～ 17:00  
　月火木金　アスティアかさい3階市民相談室（☎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 ～ 17:15  
　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  
　5/7（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）
■エイズ・肝炎ウィルス検査・相談　 13:30 ～ 14:30  
　4/20（月）　社健康福祉事務所　（予約制、匿名、原則無料）
　社健康福祉事務所健康増進課（☎0795429365）
■税理士による無料税務相談　 13:00 ～ 16:00  
　5/7・21（木）　市役所5階小会議室　近畿税理士会社支部（☎491897）
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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 
4/27（月）     13:00 ～ 13:45
H21. 2月生まれの乳児　
■4か月児健診  5/12（火）13:00 ～ 13:45
H20. 12月生まれの乳児
■1歳6か月健診  5/19（火）
 13:00 ～ 13:45 H19. 11月生まれの幼児
■2歳児教室　4/22（水） 
13:00 ～ 13:15、14:00 ～ 14:15  
H19. 4月生まれの幼児
■3歳児健診 5/26（火）   13:00 ～ 13:45 
H18. 3月生まれの幼児　
■乳幼児保健相談   5/21（木）　
 13:00 ～ 13:30    希望者　　
■離乳食講習会( 予約制)  5/20（水）  
 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。
■パパママ教室パート1（予約制）  
5/14（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☎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
  死亡者 年齢    喪主   町名

4月19日（日） 坂 部 整 形 外 科 （北条町☎431444）
4月26日（日） 荒 木 医 院 （北条町☎439711）
4月29日（祝） 小 野 寺 医 院 （王子町☎483737）
5月 3日（祝） 北 条 田 仲 病 院 （北条町☎424950）
5月 4日（祝） 安 積 医 院 （西剣坂町☎460361）
5月 5日（祝） 田尻内科循環器科 （北条町☎437931）
5月 6日（祝） 三 宅 医 院 （中野町☎490067）
5月10日（日） おりた外科胃腸科医院 （北条町☎426000）
5月17日（日） つ つ み 神 経 内 科 （野上町☎422050）

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。3月1日～ 31日掲載希望届出分

毎月第 3 火曜日　13:00 ～ 16:00
複数の弁護士と福祉専門職とがチー
ムを組み、電話や FAX での相談に応
じます。（相談無料）

善 意 の 花 束 敬称略

■一般預託　　　　　　牡丹 20,000 円
　　　　　　株式会社本陣 10,838 円
　　　　　　ボーイスカウト加西第1団（イオンでの募金活動） 18,594 円

加西市社会福祉協議会（善意銀行）への寄付

高齢者・障害者
権利擁護なんでも 110 番

「ひよっこタイム」は、保育所に入
所するまでの幼児が、初めて経験す
る集団遊びの場です。
ここでは、いろいろな玩具を利用し
ての親子遊び、一人遊びから友達遊
び、又､ 保育士による歌、手遊び、
絵本の読み聞かせやパネルシアター
等、お楽しみの時間もあり、遊びな
がら社会性を身につけていきます。
子育てに関するちょっとした不安や
悩みは、気軽に家庭児童相談員に相
談しましょう。
親子で遊んで育児不安解消、「ひよっ
こタイム」を利用しませんか。
場所：健康福祉会館第2棟2階　児
童療育室（ひまわりルーム）
対象：市内在住の１歳以上　保育所
入所前の幼児とその保護者
利用方法：月・水・金曜日の内1日
（10:00 ～ 11:30）　　　　
申込：月～金曜日9：00 ～ 16：30
来室のうえ、利用登録をお願いします。
定員：親子　各曜日40組（計120組）
費用：無料
問合先：ひまわりルーム☎426704
※子育て学習センターに参加予定の
方はご遠慮ください。定員になり次
第締め切ります。電話での受付は出
来ません。
■「わくわくタイム」同時募集
就学前の 3・4歳児を対象とした親
子遊び。ぜひご参加下さい。
利用：金曜日(第1 ～ 4週)
13:30 ～ 15:00頃
※月・水・金の「ひよっこ」と併せて
利用できます。

平成21年度子育て支援
「ひよっこタイム」参加者募集

子育て支援を更に図るため、今年の
夏休み期間中の預かり保育から、北
条幼稚園に加え九会幼稚園において
も実施します。
※申請書は各幼稚園にあります。
実施日：7/21（火）～ 8/31（月）（土・
日並びに 8/13 ～ 15 を除く）
保育時間：8:30 ～ 18:00
場所：北条幼稚園、九会幼稚園
対象：市立幼稚園に在籍の園児
開園条件：両園(北条・九会幼稚園)
各15人以上の希望がある場合。
※15人に満たない場合は北条幼稚園
で実施します。
申込期限：5月29日（金）まで
預かり保育料：7月分は１人6,000円、
8月分は１人16,000円。おやつ代は、
別途集金します。保育料は各自金融
機関へ納付願います。
申込先：各幼稚園・幼児園、又は
こども未来課☎428726

幼稚園夏季預かり保育
園児募集

市内で慰問演奏や定期演奏会を中心
に活動。団員を随時募集しています。
入団条件：加西市内在住または在勤
で義務教育を修了された方
練習時間：毎週水・金曜
20:00 ～ 22:00
練習場所：市民会館等の公共施設
月額団費：一般1500円、学生500円、
家族（2 人目から）500 円
問合先：林公一（団長）☎42 0423

加西市吹奏楽団団員募集

☎  ０７８- ３６２- ００７４
℻    ０７８- ３６２- ００８４

スペースの活用法を募集したとこ
ろ、様々なご提案を頂きありがとう
ございます。それぞれの案につい
て、費用等の面から実現が可能かど
うか、ただいま検討しています。ユ
ニークで魅力的なアイデアを、引き
続きお寄せください。
問合先：善防公民館☎48 2643

善防公民館旧図書スペース

北本恒光 83 北本治義 東剣坂町
定行英明 56 定行俊成 鴨谷町
岩本正雄 84 岩本正輝 豊倉町
青田　明 75 青田明博 北条町栗田
三宅てるの 96 三宅和夫 田原町
塚原よしの 93 塚原節明 北条町黒駒
小川きみ子 92 小川和正 田谷町
王子いとゑ 80 王子英俊 三口町
高田きぬ子 86 高田　均 中西町
中倉睦代 75 中倉建男 坂本町
松本かつゑ 83 松本美吉 別所町
市位たまゑ 95 市位　稔 北条町栗田
髙井はるみ 75 高井美成 北条町横尾
圓滿宮子 78 圓滿正一 上万願寺町
板井むつの 88 板井正典 網引町
金川美榮子 82 金川裕之 和泉町
初坂七良 90 初坂　武 若井町
藤原數雄 84 藤原博司 中野町
西村圭治 87 西村文雄 繁昌町
明井教覚 80 明井教玄 大工町
前川なつこ 88 前川正之 若井町
菅野さとの 74 菅野敏弘 繁昌町
橋爪　昇 79 東郷靜雄 田原町
内藤朝夫 87 内藤敏夫 満久町
藤原　稔 72 藤原輝代 殿原町
大寺清三 84 大寺　勇 西剣坂町
玉田こ志を 95 玉田弘美 玉野町
前田辰男 82 前田省三 王子町
辻　みさの 95 辻　雅樹 国正町
岡本たみゑ 99 岡本國生 都染町
吉川　茂 84 後藤規之 谷町
中島　清 79 中島信幸 倉谷町
筧　敏一 74 筧　勝也 網引町
衣笠ふくゑ 96 衣笠昌弘 和泉町
岩佐節子 81 岩佐雅博 豊倉町
西浦みよ子 81 西浦　孝 玉野町
高見志げ 100 高見芳和 河内町
松末政子 84 松末祥光 別府町甲
藤本啓一 99 鴨川泰治 山田町
本岡なつゑ 96 本岡　弘 小印南町
筧　茂子 86 筧　豊 網引町
北川隆一 72 北川和正 馬渡谷町
谷川俊彦 66 谷川龍彦 若井町
安富塡了 77 安富忠昭 畑町
吉田克代 75 吉田昌嗣 別府町甲

納税者が市の固定資産評価台帳の内
容に不服がある場合に開催される固
定資産評価審査委員会に出席し、審
議を行う。不定期開催、任期3年。
報酬：日額8,300円
申込：市販の履歴書に必要事項を記
入のうえ、郵送又はご持参下さい。
募集期限：5/7（木）
申込先：総務課☎428702

固定資産評価審査委員会委員
の募集


