
特に記載のないものは、健康増進セン
ターで実施します。

■2か月児（先天性股関節脱臼）健診 
3/29（月）     13:00 ～ 13:45
H22. 1月生まれの乳児　
■4か月児健診  4/ 6（火）13:00 ～ 13:45
H21. 11月生まれの乳児
■1歳6か月健診  4/ 13（火）
 13:00 ～ 13:45 H20. 10月生まれの幼児
■2歳児教室　3/24（水）
13:00 ～ 13:15、14:00 ～ 14:15  
H20. 3月生まれの幼児
■3歳児健診 4/20（火）   13:00 ～ 13:45 
H19. 2月生まれの幼児　
■乳幼児保健相談   4/22（木）　
 13:00 ～ 13:30    希望者　　
■離乳食講習会( 予約制)  4/15（木）  
 13:00 ～ 13:30  
3 ～ 6 ヶ月の乳児の保護者（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①（予約制）  
5/ 13（木） 13:00 ～ 13:30  
妊娠5 ヶ月以降のママ、育児協力者 

■人権相談　 13:30 ～ 15:30  　（☎㊷8727）
　4/6（火）　市民会館
■行政相談　 13:30 ～ 15:30  　（☎㊷8739）
　4/6（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  
　3/25（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  
    4/8（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  
　4/1（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  
　4/5・19（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）
■21年度思春期・ひきこもり相談　 14:00 ～  
　3/24（水）　加東健康福祉事務所( 県総合庁舎内) 相談室（予約制）
　加東健康福祉事務所地域保健課☎0795㊷5111

18 19

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）
■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）
※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

3月21日（日）　北 条 田 仲 病 院　（北条町☎㊷4950）
3月22日（月）　安 積 医 院　（西剣坂町☎㊻0361）
3月28日（日）　田 尻 内 科 循 環 器 科　（北条町☎㊸7931）
4月 4日（日）　徳 岡 内 科　（北条町☎㊷0178）
4月11日（日）　堀 井 内 科 医 院　（網引町☎㊾0150）
4月18日（日）　佐 竹 医 院　（北条町☎㊷4057）

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。

敬称略。2月1日～ 28日掲載希望届出分

死亡者 年齢 喪主 町名

眞釼定之 56 眞釼久美 北条町横尾
増田一義 93 増田　勝 大内町
西村はつゑ 88 西村　進 別府町甲
中村　薫 91 中村嘉代三 西剣坂町
甘中とよ子 85 甘中　忍 笹倉町
金澤るい 106 金澤重彦 上道山町
内橋三代子 83 内橋義廣 田谷町
菅野冨美代 89 菅野　收 桑原田町
難波文男 82 難波克𠮷 大村町
前田すがの 96 前田義文 西笠原町
高部初江 56 高部照明 北条町古坂
谷田　猛 62 谷田保子 西谷町
吉田あきゑ 79 吉田幸喜 中野町
上月あきの 83 切貫切高 下芥田町
長谷川たね子 85 長谷川　勲 山枝町
中尾和義 57 中尾茂子 福居町
角倉辰治 94 角倉経啓 北条町西高室
岩﨑貞雄 77 岩﨑正道 豊倉町
志方辰夫 81 志方俊彦 国正町
中尾寅一 95 千種秀行 吸谷町
瀬戸節子 79 瀬戸　豊 北条町古坂
山本良隆 79 山本純宏 北条町横尾
吉田かず代 78 吉田育男 田原町
岡田越子 77 岡田英雄 別府町丙
井上耕作 81 井上利八 下宮木町
高見性一 77 高見寛忠 野上町
岡本　茂 92 岡本　孝 大内町
稲岡弘美 71 稲岡重義 三口町
村田清女 86 村田豊彦 西長町
塚原宣明 82 塚原雅幸 北条町黒駒
村上榮作 91 村上克也 琵琶甲町
岩﨑ヌイ 96 岩﨑博史 新生町
岡井秀男 84 岡井　清 田原町
圓満いわの 85 圓満志郎 上万願寺町
中右信正 73 中右靖士 市村町
内藤弘子 83 内藤吉博 北条町栗田
柏原みさえ 85 柏原　太 福居町
五島祐子 66 五島俊夫 西笠原町
多田重雄 97 多田俊成 網引町

※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。

■一般曹候補生
応募資格：18 歳以上 27 歳未満
受付期間：4/1（木）～ 5/10（月）
試験日：1 次試験 5/22（土）
　　　　2 次試験別示
■自衛隊幹部候補生
応募資格：
一般・技術／ 22 歳以上 26 歳未満
歯科／専門の大卒（見込み）20 歳
以上 30 歳未満
薬剤／専門の大卒（見込み）20 歳
以上 26 歳未満
受付期間：4/1（木）～ 5/10（月）
試験日：1 次試験
5/15（土）筆記試験
5/16（日）筆記式操縦適正検査（飛
行要因希望者のみ）
2 次試験別示
入隊・入校：23 年 3 月下旬
その他詳しくは下記まで
問合先：自衛隊兵庫県地方協力本部
青野原分駐所☎ 0794-66-7959
加西市総務部総務課☎㊷ 8702

自衛官募集

■花づくりコンクール
花壇や玄関先、庭、壁面、垣根など
に花を植えたり鉢物を飾るなど、創
意工夫を凝らした花づくりの優秀作
品を表彰します。※審査は 5月中旬
個人部門：個人の一般家庭
団体部門：学校や地域の団体
企業部門：喫茶店、商店、企業等
申込：4/1（木）～ 5/7（金）所定の
用紙記入のうえ、下記申込先まで
■花と緑の協会会員
年会費：個人500円
　　　　事業所・団体2,000円
申込先：花と緑の協会事務局（都市
計画課内）☎㊷8753

花づくりコンクールと
花と緑の協会会員募集

受験資格：
①昭和56年4月2日～平成元年4月1
日生まれの方
②平成元年4月2日以降に生まれた
方で、次に該当する方
　(1)大学を卒業した方及び平成23年3
　　月までに大学を卒業する見込の方
　(2)人事院が (1) と同等の資格がある
　　と認める方
申込受付期間：4/1（木）～ 14（水）
試験日：6/13（日）※約850名採用予定
問合先：社税務署総務課
☎0795-42-0223
※詳しくは国税庁ホームページへ

税務職員募集　平成22年度国
税専門官採用試験

市内5 つのサッカースポーツ少年団で
は、22年度の団員募集を行っています。
随時見学もできますので、この機会に
ぜひ入団ください。練習日等、詳しく
は最寄りの代表者、または団員まで。
連絡先：北条／蓬莱　☎㊷4859
　　　　善防／五百蔵☎㊽3486
　　　　九会／松本　☎㊾2811
　　　　富合／初田　☎㊼0317
　　　　泉　／宮内　☎0795-37-0414

加西市サッカースポーツ少年
団員募集

ランドマーク展望
台が加西市のシン
ボルモニュメント
と し て PR で き る
魅力あふれる写真
を募集します。
テ ー マ： ラ ン ド
マークの四季の自
然や景色
作品サイズ：六切、ワイド六切でカ
ラープリントの単写真（デジタル画
像処理したものは不可）
応募方法：作品の裏側に規定の応募
票を添付し、加西市勤労者体育セン
ターまで郵送または持参
締切：11/30（火）
審査：平成23年元日の ｢新春のつど
い｣ 会場で一般市民投票
主催：指定管理者㈱ホープ
問合先：勤労者体育センター
☎㊼1420

ランドマーク展望台写真展
作品募集

子どもの急な病気に困ったら

■相談時間
月～土曜日 18:00 ～ 24:00
日祝日　　 9:00 ～ 24:00
■電話番号
♯ 8000（プッシュ回線、携帯電話）
078-731-8899（ダイヤル回線、IP 電話）

小児救急電話相談 ＃  ８   ０  ０  ０

ランドマークタワー


