
■2か月児（先天性股関節脱臼）健診	
1/25（月）					13:00 ～ 13:45
H21.	11月生まれの乳児　
■4か月児健診		2/	2（火）13:00 ～ 13:45
H21.	9月生まれの乳児
■1歳6か月健診		2/	9（火）
	13:00 ～ 13:45	H20.	8月生まれの幼児
■2歳児教室　1/27（水）
13:00 ～ 13:15、14:00 ～ 14:15		
H20.	1月生まれの幼児
■3歳児健診	2/16（火）			13:00 ～ 13:45	
H18.	12月生まれの幼児　
■乳幼児保健相談			2/18（木）　
	13:00 ～ 13:30				希望者　　
■離乳食講習会( 予約制)		2/25（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。
■プレママ教室パート2（予約制）		
2/	4（木）	13:00 ～ 13:30		
妊娠5 ヶ月以降のママ育児協力者	

1月17日（日）　米 田 病 院　（尾崎町☎㊽3591）
1月24日（日）　徳 岡 内 科　（北条町☎㊷0178）
1月31日（日）　坂 部 整 形 外 科　（北条町☎㊸1444）
2月 7日（日）　荒 木 医 院　（北条町☎㊸9711）
2月11日（木）　大 杉 内 科 医 院　（別府町☎㊼0023）
2月14日（日）　おりた外科胃腸科医院　（北条町☎㊷6000）
2月21日（日）　つ つ み 神 経 内 科　（野上町☎㊺2050）

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）
　2/2（火）　市民会館
■行政相談　 13:30 ～ 15:30  　（☎㊷8739）
　2/2（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  
　1/28（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  
    2/10（水）　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  
　1/23（土）、2/4（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  
　1/18、2/1・15（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  
　1/21（木）　市役所5階小会議室
　近畿税理士会社支部（☎㊾1897）
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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）4期・
国民健康保険税 7期の納期限は

　　　　　　　　　　　　　　です  2 月 1 日（月）
問合先：税務課税制担当☎㊷ 8712

敬称略。12月1日～ 31日掲載希望届出分

死亡者 年齢 喪主 町名

増田勝榮 96 増田龍彦 和泉町
東後いみ子 86 東後　猛 繁昌町
神田英子 101 神田英紀 山田町
田中幸子 96 田中隆之 北条町栗田
蓬莱保夫 67 蓬莱康博 北条町西高室
藤原　功 67 上原大輔 朝妻町
岡本君子 73 岡本一成 田谷町
高井昭一 59 高井尚美 北条町古坂
橋爪すみ子 73 橋爪洋一 田原町
三田八千惠 77 三田　實 鎮岩町
玉置種義 83 玉置清和 西長町
村上英夫 89 村上千鶴子 琵琶甲町
藤井てる子 86 高橋　満 北条町西高室
小松　茂 83 小松茂喜 北条町南町
吉田じつゑ 94 吉田　繁 中野町
松岡よ志の 90 松岡義博 国正町
田中ふみ子 90 田中滋雄 北条町栗田
小岩婦美子 91 小岩　薫 田原町
爲平　浩 76 爲平雅人 西笠原町
山田定義 83 山田英彦 山枝町
栁　かつゑ 85 栁　与一 北条町黒駒
西井とよの 96 西井亮一 段下町
三宅義治 67 三宅正浩 東笠原町
原田宗一 60 原田智裕 北条町栗田
大西久子 94 大西利幸 上道山町
高橋　進 57 高橋ふさの 上若井町
菅原ふみゆ 79 菅原輝雄 北条町黒駒
伊籘晋治 68 伊藤雅之 北条町東高室
志方七郎 80 志方宣夫 朝妻町
中村みつゑ 84 中村壽男 両月町
谷　みつゑ 86 谷　静夫 油谷町
谷勝種吉 73 谷勝茂樹 西谷町
横田よし子 86 横田廣義 中野町
高井國男 86 高井敏之 北条町古坂
山本三四市 85 山本雅雄 北条町黒駒

※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。

募　集

神戸新聞社では、結婚 50 年を迎え
られたご夫婦をお祝いします。該当
者はもれなくお申し込みください。
対象：昭和 36 年中に婚姻届を提出
した県内在住のご夫婦
締切：2/26（金）必着※先着順
申込先：詳細はお近くの神戸新聞販
売店または神戸新聞社地域活動局☎
078-362-7086 でお確かめください。

金婚夫婦祝福式典の募集

兵庫県高齢者放送大学では平成 22
年度の学生を募集。本学はラジオ放
送を聴いて感想文を提出することが
学習の基本。教材としてテキストを
毎月 1 回発行。また年数回のスクー
リングなどを通して学生相互の交流
を図る。
対象：60 歳以上で県内在住者
募 集：本科 500 人（先着順）他に
聴講生制度もあり
募集期間：2/10（水）～ 4/9（金）
経費：年間 6,000 円（テキスト代含む）
放送：ラジオ関西 (558kHz）毎週土
曜 6:00 ～ 7:00
学習期間：1 年間
申込先：兵庫県高齢者放送大学
☎ 079-424-3343

高齢者放送大学　学生募集
被保護者等の就労支援などをする就
労指導員を募集します。
応募資格：
・被保護者等の就労支援に熱意のあ
る方

・履歴書の記載方法、面接の受け方
等の助言が適切にできる方

・児童虐待・DV 事案に適切に補助
できる方

・暴力行為等不当な行為に対する処
理ができる方

応募期間：2/8（月）まで※消印有効
応募方法：応募申込書に住所、氏
名、連絡先等の必要事項を記入し、
応募動機（800 字以上 1200 字以内）
を添えて、下記まで郵送、FAX、電
子メールのいずれかで、お申し込み
ください。
※申込用紙は、市ホームページでダ
ウンロードできるほか、社会福祉課
の窓口で配布しております。郵送希
望の方はご連絡ください。
処遇・待遇等：
・嘱託員で、報酬は月額 147,400 円
・雇用年限は、国のセーフティネット補
助事業が継続される限りとします。

申込先：〒 675-2395（住所表記不要）
社会福祉課生活支援担当☎㊷ 7520
ＦＡＸ㊸ 1801　fukushi@city.kasai.lg.jp

就労指導員の公募について

1/23（土）9:00 ～ 14:00 に健康福祉会
館で開催する「第11回ボランティア
のつどい」で災害時の訓練として約
500食分のカレーを作り参加者に配
ります。ご協力をお願いします。
日時：準備1/22（金）14:00 ～ 17:00頃
　　　当日1/23（土）8:00 ～ 13:00頃
場所：加西市健康福祉会館調理場
内容：炊きだし準備（カレー）
持参品：エプロン、帽子
申込・問合先：ボランティアのつど
い実行委員会（加西市社会福祉協議
会）☎㊸8133
古本市の開催
日時：1/23（土）10:00 ～ 14:00
場所：健康福祉会館　大会議室

炊きだしボランティア募集

農林水産省では、平
成 22 年 2 月 1 日現
在で、「2010 年世界
農林業センサス」を
実施します。
1 月中旬から調査員
が農林業関係者の方々を訪問しま
す。農林業の経営状況など調査票へ
の記入について、ご協力をお願いし
ます。
問合先：農政課☎㊷ 8741

2010年世界農林業センサスが
実施されます

農 林 水 産 省 マ ス
コットつっちー




