
特に記載のないものは、健康増進セン
ターで実施します。

広告

■人権相談　 13:30 ～ 15:30  　（☎㊷8727）
　11/4（水）　市民会館
■行政相談　 13:30 ～ 15:30   
　11/4（水）　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  
　10/22（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  
    11/12（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  
　11/5（木）　健康福祉会館ふれあいの間１
　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  
　10/19・11/2、16（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  
　11/5・11/19・12/3（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	
10/26（月）					13:00 ～ 13:45
H21.	8月生まれの乳児　
■4か月児健診		11/10（火）13:00～13:45
H21.	6月生まれの乳児
■1歳6か月健診		11/17（火）
	13:00 ～ 13:45	H20.	5月生まれの幼児
■2歳児教室　10/28（水）	
13:00 ～ 13:15、14:00 ～ 14:15		
H19.	10月生まれの幼児
■3歳児健診	11/24（火）			13:00 ～ 13:45	
H18.	9月生まれの幼児　
■乳幼児保健相談			11/18（水）　
	13:00 ～ 13:30				希望者　　
■離乳食講習会( 予約制)		11/26（木）		
	13:00 ～ 13:30		
3 ～ 6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。
■パパママクラブ（予約制）		
11/19（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。

広告

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）3期、
国民健康保険税 4期の納期限は

　　　　　　　　　　　　　　です  11 月 2 日（月）
問合先：税務課税制担当☎㊷ 8712

敬称略。9月1日～ 30日掲載希望届出分

死亡者 年齢 喪主 町名

国籍や言語、異なる文化などの価値
観を理解し合い、住みよい多文化共
生の街づくりをサポートしていただ
ける方を募集します。
募集人数：5 名程度（無償）
対象：多文化共生に興味をお持ちの
方、専門分野等を活かしてお手伝い
いただける方。
申込期限：11/20( 金 )
問合先：加西市国際交流協会（自治
参画課内）☎㊷ 8751

多文化共生推進サポーター
募集 

奥隅忠雄 68 奥隅和義 山下町
高橋まさ子 81 高橋正信 若井町
辻村一美 82 辻村　弘 繁昌町
西村秀雄 95 西村友宏 繁昌町
河合　滿 91 河合敬一 中野町
前田作治 83 前田秀信 西笠原町
山本昌俊 76 山本久野 東横田町
菅原愛子 89 菅原良彦 北条町黒駒
安茂みゑ子 85 安茂富雄 畑町
柿本澄子 72 柿本博司 西笠原町
別府マスエ 93 別府一義 別府町甲
藤井三千男 74 藤井真津枝 琵琶甲町
高嶋貴美子 67 高嶋英樹 中富町
吉田利市 92 吉田利信 田原町
中村三千枝 82 中村達夫 北条町栄
内藤ふみ子 86 内藤幸男 北条町横尾
藤岡儀一 93 藤岡敬己 畑町
植山文子 83 植山修三 北条町栗田
西𦚰利夫 76 西脇厚博 玉野町
小林　質 83 小林　剛 朝妻町
塚原　守 71 塚原隆雄 北条町黒駒
長谷川盛富 81 戸田恒仁 国正町
松本　勇 93 松本明司 山下町
岡本正男 93 岡本　忠 繁昌町
櫻井元一 72 櫻井　肇 倉谷町
佐伯スヱノ 93 佐伯俊秋 西笠原町
竹内　繁 87 竹内節男 下道山町
三枝寅市 95 三枝幹治 北条町古坂
金澤克己 76 金澤清規 上道山町
市枝成昭 50 市枝靖彦 北条町古坂 1 丁目
梅野ふさゑ 95 梅野賢一 坂本町
塩見義和 92 塩見太史 畑町
河上純子 48 河上俊昌 吉野町

※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。

10月18日（日）	 坂 部 整 形 外 科	 （北条町☎㊸1444）
10月25日（日）	 大 杉 内 科 医 院	 （別府町☎㊼0023）
11月 1日（日）	 荒 木 医 院	 （北条町☎㊸9711）
11月 3日（火）	 つ つ み 神 経 内 科	 （野上町☎㊺2050）
11月 8日（日）	 おりた外科胃腸科医院	 （北条町☎㊷6000）
11月15日（日）	 みのりクリニック	 （下宮木町☎㊾8470）
11月22日（日）	 西 村 医 院	 （中野町☎㊾0001）

地域福祉計画策定のため、市民の皆
さまから委員を募集します。
募集人数：福祉団体、保健医療、地
域住民、事業者、関係行政機関より
各 3 名程度
応募資格：市内在住者、又は市内に
福祉施設を有する方。ただし、現在、
市で設置する他の審議会等の委員を
３つ以上兼務している方は応募でき
ません。
任期：H22.3/31（水）まで。委員会
は、期間内に 2 回程度 ( 平日昼間 )。
謝礼：会議1回につき8,300 円（税込）
※その他詳細は下記まで
募集期間：11/13（金）まで
問合先：社会福祉課☎㊷ 8725

加西市地域福祉計画策定委員会
の委員募集

募　集

外国人のための日本語レッスン。
市内在住の外国人の方なら、どなた
でもご参加いただけます。
日時：毎週日曜日10:00 ～ 12:00
場所：アスティアかさい 3階　地域
交流センター
参加費：無料
申込先：加西市国際交流協会（自治
参画課内）☎㊷8751

かさい日本語クラス
「しあわせの星」生徒募集

■市では、サラ金やクレジットなど
への返済でお困りの方の事情をお聞
きして、弁護士や司法書士への橋渡
しをおこなっています。お悩みの方
はぜひご相談ください。
相談日時：毎週月・火・木・金（祝
日を除く）8:30 ～ 17:00
場所：市民相談室（アスティアかさ
い 3 階）
問合先：市民相談室☎㊷ 8739
■また、兵庫県弁
護士会でも、12 月
までの期間、休日
無料相談会を開催
します。中小企業
者も相談できます
ので、ぜひこの機
会にご利用くださ
い。
相 談 日 時：毎月第 2・第 4 土曜日
13:00 ～ 15:00（予約制）
場所：兵庫県弁護士会神戸相談所（神
戸クリスタルタワー 13 階）
予約先：兵庫県弁護士会神戸相談所
☎ 078-341-1717

多重債務者相談キャンペーン
のお知らせ

市役所１階、アスティア加西、各公
民館に募金箱を設置し、皆様からお
預かりしました義援金（39,765 円）
は、兵庫県台風第 9 号災害義援金
募集委員会へ送金いたしました。皆
様の善意に対しまして、心より感謝
し、お礼申し上げます。
問合先：総務課☎㊷ 8702

兵庫県台風第９号災害義援金
へのお礼

児童手当を受給されている方の手当
（6 ～ 9 月分）を、10 月 9 日（金）
に指定口座に振込みましたのでご確
認ください。
問合先：こども未来課☎㊷ 8726

児童手当10月期振込
のお知らせ




