
特に記載のないものは、健康増進セン
ターで実施します。

■人権相談　 13:30 ～ 15:30  
　9/1（火）　市民会館（☎428727）
■行政相談　 13:30 ～ 15:30   
　9/1（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  
　8/27（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  
    9/10（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  ℻427521）
■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  
　9/3（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  
　8/17・9/7（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  
　8/20・9/3（木）　市役所5階小会議室
　近畿税理士会社支部（☎491897）
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乳 幼 児 健 診

■2か月児（先天性股関節脱臼）健診 
8/24（月）     13:00 ～ 13:45
H21. 6月生まれの乳児　
■4か月児健診  9/1（火）13:00 ～ 13:45
H21. 4月生まれの乳児
■1歳6か月健診  9/8（火）
 13:00 ～ 13:45 H20. 3月生まれの幼児
■2歳児教室　8/26（水） 
13:00 ～ 13:15、14:00 ～ 14:15  
H19. 8月生まれの幼児
■3歳児健診 9/15（火）   13:00 ～ 13:45 
H18. 7月生まれの幼児　
■乳幼児保健相談   9/17（木）　
 13:00 ～ 13:30    希望者　　
■離乳食講習会( 予約制)  9/24（木）  
 13:00 ～ 13:30  
7 ～ 8か月の乳児の保護者（定員15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）  
9/3（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。

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

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。

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）2期・
国民健康保険税 2期の納期限は

　　　　　　　　　　　　　　です   8 月 31 日（月）
問合先：税務課税制担当☎42 8712

敬称略。7月1日～ 31日掲載希望届出分

死亡者 年齢 喪主 町名

家族の絆をテーマとする川柳「5・
7・5」（字余り可）の作品（未発表
自作のものに限る）を募集します。
ふるってご応募下さい。
応募期間：9/11（金）必着
表彰：
最優秀賞1点／3万円分の図書カード
優秀賞3点／1万円分の図書カード
佳作20点／千円分の図書カード
問合先：北播磨県民局県民協働課
☎ 0795-42-9351　℻ 0795-42-7535

家族川柳コンテスト募集

休日・夜間に、子供の急な病気に困ったら、小
児救急電話相談（#8000）をご利用ください。
小児科医師・看護師が相談に応じます。

小児救急電話相談

　月～土曜日 18:00 ～ 24:00
　日祝日・年末年始　9:00 ～ 24:00
　プッシュ回線、携帯電話等は♯ 8000
　ダイヤル回線等は 078-731-8899

申込受付：郵送 9/4（金）必着、
インターネット受付 8/26（水）まで、
持参 9/9（水）17:00 まで
第 1 次試験日：9/27（日）
募集職種など：試験案内で要確認
試験案内申込書配付：県庁受付、各
県民局、県ホームページ
問合先：県人事委員会事務局
☎ 078-362-9349

平成21年度兵庫県職員中級・
初級採用試験のお知らせ

8月16日（日） 小 野 寺 医 院 （王子町☎483737）
8月23日（日） 西 村 医 院 （中野町☎490001）
8月30日（日） みのりクリニック （下宮木町☎498470）
9月 6日（日） 北 条 田 仲 病 院 （北条町☎424950）
9月13日（日） 安 積 医 院 （西剣坂町☎460361）
9月20日（日） 田尻内科循環器科 （北条町☎437931）

防災に関する知識・技術を身につ
け、地域や職場で防災の担い手に
なっていただく方ための講座です。
日時：H21.10 月～ H22.3 月までの
うち全 12 日間 10:30 ～ 16:20
会場：兵庫県広域防災センター
受講料：無料（ただし、資料等の実
費として 3,000 円程度必要です。）
申込方法：「講座参加申込書」によ
り、郵送又は FAX で直接申し込ん
でください。申込用紙は加西市総務
部自治参画課に備えています。ま
た、兵庫県広域防災センターのホー
ムページからも取り出せます。
申込期間：9/10 ( 木 ) まで
申込先：兵庫県広域防災センター
〒 673-0516 三木市志染町御坂 1-19
☎ 0794-87-2920　℻ 0794-87-2925
koikibosai@pref.hyogo.lg.jp

ひょうご防災リーダー募集

種目：①防衛大学校（一般）
　　　②防衛大学校（推薦）
　　　③防衛医科大学校
　　　④看護学生
　　　⑤航空学生
　　　⑥一般曹候補生
　　　⑦ 2 等陸海空士（女子）
　　　⑧ 2 等陸海空士（男子）
身分：特別職国家公務員
応募資格：
①～③ 21 歳未満で高校卒
④ 24 歳未満の高校卒
⑤ 21 歳未満の高校卒
※上記卒見込み含む
⑥～⑧ 18 歳以上 27 歳未満
受付期間：
①③④ 9/7（月）～ 10/ 2（金）
② 9/5（土）～ 9（水）
⑤～⑦ 8/1（土）～ 9/11（金）
⑧　　 年間を通じて行っています。
※その他、試験日等の詳細について
はホームページをご覧下さい。
問合先：自衛隊兵庫地方協力本部青
野原分駐所☎ 0794-66-7959
http://www.mod.go.jp/pco/hyogo/

自衛官募集

福永　茂 80 福永龍繁 北条町横尾

高井　弘 89 高井　敏 上道山町
東一泰司 67 東一育子 西笠原町
細田信雄 74 細田政徳 常吉町
定行ひさゑ 89 定行俊成 鴨谷町
加古まさの 82 山崎護郎 北条町笠屋
三宅さかゑ 91 三宅　勉 鶉野町
北田いくゑ 89 北田英樹 西野々町
藤原信雄 69 藤原弘直 上野町
宮本松一 80 宮本行正 北条町東高室
長谷川一芳 64 長谷川　充 国正町
長田英雄 82 長田幸代 越水町
髙見たみゑ 92 高見友久 北条町横尾
別府健次 95 別府　實 別府町甲
金澤幾夫 79 金澤剛子 上道山町
飯田鉄治 90 飯田花子 北条町黒駒
藤原きよ子 80 藤原正樹 北条町古坂
増田ふさこ 93 増田利弘 西谷町
黒田伸子 64 黒田慎太郎 鶉野町
長田二郎 80 長田啓二 北条町南町
民輪　勲 84 民輪博且 田谷町
髙瀬つやの 91 髙瀬昭夫 朝妻町
濱野　弘 81 濱野正富 西長町

※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。

＃  ８   ０  ０  ０

加西市の水道事業は早くから外部委
託による経営効率化を進め、使用料
の値下げを図るなど比較的健全な経
営状況にあります。しかし、人口減
少による水需要の減少、水道技術者
の高齢化、老朽施設にかかる多額の
更新需要など、今後の水道事業運営
については多くの課題があります。
そこで、水道事業の将来の収支見通
しや効率的な運営手法等について、
有識者や広く市民の皆様とともに考
えるため、「加西市水道事業あり方
検討会」を立ち上げることになり、
検討会の運営支援を行う事業者を公
募します。
募集手続等、詳細は市ホームページ
をご参照ください。
問合先：経営戦略室☎428700

「加西市水道事業あり方検討
会」の運営支援を行う事業者
を公募します


