
広告

■人権相談　 13:30 ～ 15:30  
　7/7（火）　市民会館（☎㊷8727）
■行政相談　 13:30 ～ 15:30   
　7/7（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☎0795㊷0201
■心配ごと・法律相談・身体障害者福祉相談　 9:00 ～ 11:00  
　6/25（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  
    7/9（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）
■スマイル健康相談 　 13:00 ～ 14:00  
　毎週水曜日　健康増進センター（☎㊷3621）要予約
■すくすく子育て相談　 8:30 ～ 17:00  
　月～金曜日　市役所  国保健康課   （☎㊷8723  ＦＡＸ㊷7521）
■NPO設立相談　 9:00 ～ 17:00  
　随時　地域交流センター　（☎㊷0106）要予約
■ボランティア相談　 13:30 ～ 15:30  
　7/2（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）
■エイズ・肝炎ウィルス検査・相談　 13:30 ～ 14:30  
　6/15・7/6（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  
　6/18・7/2（木）　市役所5階小会議室
　近畿税理士会社支部（☎㊾1897）

18 19

※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
　　　		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

6月21日（日）	 佐 竹 医 院	 （北条町☎㊷4057）
6月28日（日）	 あ さ じ 医 院	 （若井町☎㊹0225）
7月 5日（日）	 米 田 病 院	 （尾崎町☎㊽3591）
7月12日（日）	 横 田 内 科 医 院	 （北条町☎㊷5715）
7月19日（日）	 大 杉 内 科 医 院	 （別府町☎㊼0023）
7月20日（月）	 坂 部 整 形 外 科	 （北条町☎㊸1444）

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）で確認することもできます。

広告

常峰　治 78 常峰健二 小印南町
田中幸子 79 田中修一 上宮木町
志方　曻 68 志方孝行 朝妻町
松田利國 79 松田裕臣 中西町
村上　仁 68 村上英樹 北町
後藤初男 81 後藤一郎 倉谷町
高井ハルヱ 88 高井正子 大村町
西岡ひさの 95 西岡宗一 三口町
金川くに子 78 金川光一 別所町
高橋　登 61 高橋礼子 佐谷町
松本　桂 87 松本ゑみ子 山下町
高田まさこ 88 高田邦章 下道山町
西村春雄 80 西村義則 繁昌町
髙瀬まさの 99 髙瀬初江 北条町御幸町
西面健一 88 西面和博 別府町甲
柏木一也 53 柏木聡一郎 北条町古坂
杉浦弘純 74 杉浦　真 西上野町
山本トキ 92 山本鉄士 鶉野町
佐伯さよ子 74 佐伯大一 西笠原町
大西美代子 82 大西忠美 北条町西高室
奥本正信 74 奥本文清 朝妻町
佐伯俊一 77 佐伯仁志 西笠原町
伊藤　縫 98 伊藤　實 野上町
櫻井　久 81 櫻井新一 倉谷町
柿本重子 78 柿本　修 田原町
藤原吉典 76 藤原充男 満久町
和田　清 81 和田隆葊 若井町
衣笠きくの 86 衣笠茂樹 大村町
玉田澄子 86 玉田敏明 北条町笠屋
櫻井せつ子 69 櫻井政弘 倉谷町
古⻆重喜 81 古⻆　哲 西横田町
高田カズエ 80 高田健吾 網引町
岡本あさ子 80 岡本　剛 大内町
森脇正次 94 森脇　進 佐谷町
福嶋良一 67 福嶋美知子 中富町
甲　歳一 88 甲　壽美 東横田町
松本新一 82 松本正明 山下町
澤田秀男 85 澤田公和 山下町
藤井八重子 85 藤井今日子 田原町
山本ふじ江 94 山本磯八 野田町
小林春雄 93 小林良子 栄町

納 期 内 完 納 に ご 協 力 を
お 願 い し ま す
平成 21 年度市県民税（普通徴収）全・
1 期の納期限は

　　　　　　　　　　　　　　です

募　集
市民の皆さんの出
場を歓迎します。
ふるってご応募下
さい。
日時：11/3（火・祝）13:30 ～
場所：市民会館　文化ホール
内容：歌（独唱、合唱）、器楽
演奏時間：歌 8 分、器楽 10 分以内
参加資格：個人又は団体（団体は構
成員の半数以上が市内に在住又は勤
務のこと）
参加費：個人 5,000 円、
団体 10,000 円、学生は無料
締切：7/15（水）
申込先：自己実現サポート課
☎㊷ 8775

加西市民音楽祭参加者募集

私たちは、どれだけ多くの人の思い
やりや優しさにつつまれて成長して
きたのでしょう。
子どもを想い、親を想い、そしてふ
るさとを想う『愛』のメッセージを
綴ってみませんか？
応募規定：
①ハガキ（手紙）、FAX、e-mail で
　応募してください。
②字数は 600 字以内。ジャンル、　
　形式は問いません。
③応募点数制限なし。
④次の記入事項を必ず記載してくだ
　さい。氏名・匿名の有無・電話番
　号・住所・年齢・男女の別・題名・
　誰にあてたか
⑤応募作品は返却しません。また、
　作品は加西市に帰属します。
⑥冊子等で作品発表の際、一部修正
　することもあります。
応募期限：H22.1/20（水）まで
発表：H22.5　入賞者に通知します
表彰：H22.8 下旬予定
応募先：市民福祉部人権推進課
「愛の詩」係　☎㊷ 8727				ＦＡＸ㊸ 1380
e-mail		jinken@city.kasai.lg.jp

第11回「愛の詩」募集

兵庫県と㈶兵庫県人権啓発協会で
は、人権の大切さや思いやり、支え
合うことの素晴らしさなど、人権文
化の創造や人権課題の解決に関する
内容が描かれた文芸作品を募集して
います。ふるってご応募下さい。
募集作品：小説、詩、随想（手記・
作文）、創作童話、インターネット
上を含む未発表・未投稿の自作作品
に限る。字数制限あり。
応募資格：県内在住、在学、在勤の
方
応募締切：9/30 まで
問合先：㈶兵庫県人権啓発協会
☎ 078-242-5355

人権問題文芸作品
「のじぎく文芸賞」募集

加西市社会福祉協議会
では、9 月の敬老月間
記念行事として、市内
在住の高齢者夫婦を対
象に記念撮影を行いま
す。後日、記念写真は
額に入れて贈呈いたし
ます。ご希望の方は下記までお申込
下さい。
日時：8/19（水）～ 21（金）
※撮影日は 3 日間のいずれかの 1 日
で す。 撮 影 の 日 程 に つ き ま し て は、
ご要望にお応えしかねますのでご了
承ください。
対 象 者：今年夫婦の数え年の合計
159 歳又は 160 歳
※誕生月は関係ありません。
※過去に撮影された方は対象外です。
撮影：栄光社	宮本久雄氏（ボラン
ティア）
撮影料：無料
申込期限：7/21（火）まで
協力団体：加西市老人クラブ連合会
※既に上記の会を通じて申し込みさ
れている方は、重複しますので申し
込みの必要はありません。
申込先：加西市社会福祉協議会
☎㊸ 8133　ＦＡＸ㊷ 6658

高齢者夫婦記念撮影
希望者受付中

   6 月 30 日（火）
問合先：税務課税制担当☎㊷ 8712

敬称略。5月1日～ 31日掲載希望届出分

死亡者 年齢 喪主 町名

■2か月児（先天性股関節脱臼）健診	
6/22（月）					13:00 ～ 13:45
H21.	4月生まれの乳児　
■4か月児健診		7/7（火）13:00 ～ 13:45
H21.	2月生まれの乳児
■1歳6か月健診		7/14（火）
	13:00 ～ 13:45	H20.	1月生まれの幼児
■2歳児教室　6/24（水）	
13:00 ～ 13:15、14:00 ～ 14:15		
H19.	6月生まれの幼児
■3歳児健診	7/21（火）			13:00 ～ 13:45	
H18.	5月生まれの幼児　
■乳幼児保健相談			7/30（木）　
	13:00 ～ 13:30				希望者　　
■離乳食講習会( 予約制)		7/23（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。
■パパママ教室パート1（予約制）		
7/2（木）	13:00 ～ 13:30		
妊娠5 ヶ月以降のママとパパ	




