
■2か月児（先天性股関節脱臼）健診 
11/30（月）     13:00 ～ 13:45
H21. 9月生まれの乳児　
■4か月児健診  12/1（火）13:00 ～ 13:45
H21. 7月生まれの乳児
■1歳6か月健診  12/ 8（火）
 13:00 ～ 13:45 H20. 6月生まれの幼児
■2歳児教室　
13:00 ～ 13:15、14:00 ～ 14:15  
11/25（水）、H19. 11月生まれの幼児
12/16（水）、H19. 12月生まれの幼児
■3歳児健診 12/22（火）   13:00 ～ 13:45 
H18. 10月生まれの幼児　
■乳幼児保健相談   12/24（木）　
 13:00 ～ 13:30    希望者　　
■離乳食講習会( 予約制)  12/17（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。
■パパママクラブ（予約制）  
H22.1/ 7（木） 13:00 ～ 13:30  
妊娠5 ヶ月以降のママとパパ 

11月22日（日） 西 村 医 院 （中野町☎490001）
11月23日（月） 横 田 内 科 医 院 （北条町☎425715）
11月29日（日） 北 条 田 仲 病 院 （北条町☎424950）
12月 6日（日） 安 積 医 院 （西剣坂町☎460361）
12月13日（日） 田尻内科循環器科 （北条町☎437931）
12月20日（日） 三 宅 医 院 （中野町☎490067）
12月23日（水） 徳 岡 内 科 （北条町☎420178）

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  　（☎428727）
　12/1（火）　市民会館、イオン加西北条SC、アスティアかさい
■行政相談　 13:30 ～ 15:30  　（☎428739）
　12/1（火）　市民会館
■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  
　11/26（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  
    12/10（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  
　12/3（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  
　11/16・12/7、21（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  
　11/19・12/3、17（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
　　　  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・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 年度国民健康保険税 5 期の納
期限は

　　　　　　　　　　　　　　です  11月30日（月）
問合先：税務課税制担当☎42 8712

敬称略。10月1日～ 31日掲載希望届出分

死亡者 年齢 喪主 町名

鈴木　勝 81 鈴木敏浩 河内町
中井成樹 77 中井一夫 繁昌町
石見禎一 76 石見好清 中富町
岡田久代 88 岡田國男 青野町
衣笠　博 88 衣笠康博 坂元町
西村義明 81 西村俊彦 別府町甲
後藤久子 87 後藤正道 豊倉町
野林一夫 80 野林作美 鶉野町
森田譽與 90 森田泰造 北条町笠屋
𠮷田邦雄 91 吉田隆昭 常吉町
河合たまゑ 95 河合政則 栄町
八島利雄 94 八島幹典 殿原町
玉置幸子 66 玉置周也 東長町
岸本さだよ 88 岸本貞男 新生町
高橋はつゑ 90 高橋博之 佐谷町
原田種男 96 原田隆廣 北条町栗田
阿部かづを 93 阿部佳也 西野々町
丸岡常夫 87 庵森克己 青野町
藤原力男 81 藤原英世 中野町
中野増行 83 中野省三 北条町東高室
藤原彰訓 17 藤原一喜 大内町
後藤忠彦 83 後藤光一 坂元町
内藤義男 82 内藤武博 畑町
松田義明 66 松田和也 中西町
中村政子 95 中村信一 両月町
黒田幸子 89 黒田富士雄 福居町
伊藤よしの 95 伊藤晋治 北条町東高室
長濱輝美 63 長濱真也 小印南町
中野百合子 93 中野一彦 北条町東高室
柏木正雄 89 柏木義昭 若井町
西村博子 94 西村時彦 別府町甲
中村満雄 84 中村常実 西剣坂町
三宅　稠 73 三宅由純 中野町
安富　修 80 安富雅敏 畑町
別府由市 90 別府節子 別府町甲
澤中行子 81 澤中眞幸 下宮木町
内橋郁二 82 中塚芳彦 池上町

※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。

■附属小学校
募集人員：108 人（附属幼稚園の修
了者のうち，本校に入学を希望する
者を含む）
出願資格：H15.4/2 ～ H16.4/1 まで
の間に生まれ、兵庫県内に保護者と
同居していること。
説明会：11/30（月）13:30 ～  同校
多目的ホール
出願期間：
H22.1/5（火）～ H22.1/8（金）
選考方法：書類審査、面接
面接：H22.1/13（水）
選考結果発表：H22.1/18（月）
問合先：附属小学校事務室
☎ 0795-40-2218
■附属中学校
募集人員：120 人（附属小学校から
の連絡進学者を含む）
出願資格：H22.3 に小学校を卒業す
る見込みの者で，兵庫県内に保護者
と同居していること。
説明会：11/26（木）13:30 ～　同
校北館１階
出願期間：H22.1/7（木）～ 13（水）
選考方法：書類審査、学力調査、面
接及び抽選
学力調査・面接：H22.1/16（土）
選考結果発表・抽選：H22.1/27（水）
問合先：附属中学校事務室
☎ 0795-40-2224

平成22年度兵庫教育大学附属
小学校・中学校募集

募　集
放送大学では、平成 22年度 1学期（4
月入学）の学生を募集しています。
放送大学はテレビなどの放送を利用
して授業を行う通信制の大学です。
心理学・福祉・経済・歴史・文学・
自然科学など、幅広い分野を学べま
す。
出願期間：H22.2/28（日）まで
※史料請求は下記まで。詳細につい
ては放送大学ホームページをご覧下
さい。
問合先：放送大学姫路サテライトス
ペース☎ 079-284-5788

放送大学4月生募集

統計調査に協力してい
ただく調査員を募集し
ます。
事業内容：調査票の配
布と回収
対象：警察、選挙に関係のない 20
歳以上の方
募集期間：随時
報酬：3 万円程度（調査量により異
なります）
申込：総務課まで履歴書を提出して
下さい。（郵送可）
問合先：総務課☎42 8702

登録統計調査員募集

加西市では、子ど
もを想い、親を想
い、そしてふるさ
とを想う『愛』の
メッセージを募集
しています。
応募規定：
・手紙（ハガキ）、FAX、e-mail で応
募してください

・字数は 600 字以内。ジャンル、形
式は問いません

・応募点数制限なし
・次の記入事項を記載してください。
住所、氏名（匿名希望の場合はペ
ンネームも）、電話番号、年齢、
男女の別、電話番号、題名、誰に
あてたか

・応募作品は返却いたしません。ま
た、作品は加西市に帰属します

・冊子等で作品発表の際、一部修正
することがあります
応募期間：H22.1/20（水）まで
発表：H22.5 月に入賞者へ通知し
ます
表彰：H22.8 月下旬予定
応募先：〒 675-2395 市民福祉部人
権推進課「愛の詩」係☎42 8727　
℻43 1380　jinken@city.kasai.lg.jp

第11回「愛の詩」募集

絵：永田　萠さん


