
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 
5/24（月）     13:00 ～ 13:45
H22. 3月生まれの乳児　
■4か月児健診  6/ 1（火）13:00 ～ 13:45
H22. 1月生まれの乳児
■1歳6か月健診  6/ 8（火）
 13:00 ～ 13:45 H20. 12月生まれの幼児
■2歳児教室　5/26（水）
13:00 ～ 13:15、14:00 ～ 14:15  
H20. 5月生まれの幼児
■3歳児健診 6/15（火）   13:00 ～ 13:45 
H19. 4月生まれの幼児　
■乳幼児保健相談  5/21（金）、6/16（水）
 13:00 ～ 13:30    希望者　　
■離乳食講習会( 予約制)  6/17（木）  
 13:00 ～ 13:30  
7 ～ 8 ヶ月の乳児の保護者（定員15名）
※実習用エプロンをご持参ください。
■プレママ教室パート②（予約制）  
6/ 3（木） 13:00 ～ 13:30  
妊娠5 ヶ月以降のママ、育児協力者 

■人権相談　10:00 ～ 12:00　 13:00 ～ 15:30  　（☎428727）
　6/1（火）　市民会館（午前・午後）、地域交流センター（午前のみ）
■行政相談　 13:30 ～ 15:30  　（☎428739）
　5/20（木）　北部公民館、　6/1（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  
　5/27（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  
    6/10（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  
　6/3（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  
　5/17、6/7・21（月）　加東健康福祉事務所  （予約制、匿名、原則無料）
　加東健康福祉事務所健康管理課（☎0795429365）
■税理士による無料税務相談　 13:00 ～ 16:00  
　5/20、6/3・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（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（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

5月16日（日）　つ つ み 神 経 内 科　（野上町☎452050）
5月23日（日）　みのりクリニック　（下宮木町☎498470）
5月30日（日）　西 村 医 院　（中野町☎490001）
6月 6日（日）　田尻内科循環器科　（北条町☎437931）
6月13日（日）　北 条 田 仲 病 院　（北条町☎424950）
6月20日（日）　安 積 医 院　（西剣坂町☎460361）

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。4月1日～ 30日掲載希望届出分

死亡者 年齢 喪主 町名

西脇正雄 91 西脇正身 玉野町
奥隅良一 90 奥隅和義 山下町
大野忠子 87 大野道雄 北条町栗田
田中こたま 95 田中　修 青野原町
山本ふさゑ 94 山本久史 北条町東高室
岩本　勉 67 岩本憲明 豊倉町
大西孝司 65 大西活大 北町
内橋　悟 95 内橋嘉一 別所町
松井あや子 89 松井省三 鶉野町
池田　進 78 池田政人 上万願寺町
北川一雄 90 北川真一郎 馬渡谷町
頃安のぶ子 83 頃安　守 中富町
石田正彦 80 石田幹也 北条町古坂
甘中さだこ 92 甘中　求 笹倉町
北條　保 74 北條正信 西上野町
大西貞勝 79 大西弘之 市村町
繁田ひろゑ 93 繁田道由 青野町
原田昭雄 75 原　匡司 網引町
國田よしの 85 国田龍雄 上万願寺町
大西幾男 71 大西初典 繁昌町
菅野　勝 81 菅野みさ子 鶉野町
德岡ちゑ子 82 德岡政則 下道山町
中川悦治 79 中川みね子 野田町
田中　實 78 田中咲美 坂元町
菅原濱二郎 77 菅原雅彦 北条町黒駒
吉田　清 92 吉田邦夫 殿原町
難波多美代 93 難波利克 大村町
菅野喜代子 68 名賀正信 繁昌町
小田大作 76 小田繁実 上万願寺町
野田貞子 82 野田英紀 北条町古坂
西田郁子 84 水越京子 鶉野町
加門タミヱ 76 加門和平 鶉野町
宮永末子 94 宮永喜美代 東長町
千石まちゑ 87 千石悟司 中富町
金子節子 68 金子房義 鶉野町
松尾丈夫 62 松尾研究 河内町
丸山豊治 88 後藤喜一 殿原町
石野つや子 92 石野一郎 西谷町
衣笠政和 84 衣笠利則 山下町
田中スイ 93 田中健司 繁昌町
國田光治 82 國田年光 上万願寺町
原田益男 74 原田芳克 殿原町
原田たけの 71 原田芳克 殿原町
高橋賢次 90 高橋茂樹 畑町

※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。

育児などの援助を受けたい人と行い
たい人とがお互いに会員になって、
子育て中の家庭を地域で支えます。
短時間の預かりなど、お気軽にお問
い合わせ下さい。
問合先：事務局☎42 0111
（水土祝日以外の毎日 9:00 ～ 17:15）

募　集

本年 10 月に完成予定の芦屋川横断
工区の供用開始により、阪神・淡路
大震災からの創造的復興のシンボル
である山手幹線道路の全線が開通す
ることを記念し、道路景観の美しさ
等を表現した絵画・写真等を公募し
ます。
募集期間：9/10（金）まで
応募資格：絵画／県内に居住する
小・中学生。写真／県内居住者。
問合先：兵庫県都市計画協会（兵庫
県街路課）☎ 078-362-9260

山手幹線全線開通記念
絵画・写真コンクールの募集

高齢者が住み慣れ
た地域でいきいき
と安心して暮らせ
るまちづくりを目
指し、地域密着型
サービスの適正な
運営について協議していただく委員
を募集します。
募集人数：1 名
資格：市内在住の 20 歳以上で、介
護保険（特に地域密着型サービス）
に関心を持っている方
報酬：日額 5,000 円
任期：平成 22 年 7 月から平成 24
年 3 月末まで
会議：年に 2 回程度
応募方法：自己 PR・応募動機を
400 字以内で
申込締切：6/15（火）
申込先：長寿介護課☎42 8788

加西市地域密着型サービス
運営委員を募集

募集職種：行政事務、税務、土木、
農業土木、林業
受験資格：平成元年 4 月 2 日から平
成 5 年 4 月 1 日までに生まれた者
申込期間：6/22（火）～ 29（火）
一次試験：9/5（日）
※詳細は人事院近畿事務局ホーム
ページをご覧下さい。
問合先：人事院近畿事務局（試験係）
☎ 06-4796-2191

平成22年度国家公務員採用
種試験（高校卒業程度）

加西市ファミリーサポートクラブ

平成18年度の介護保険制度の見直
しにより新たに創設された「地域密
着型サービス」のうち、「小規模多
機能型居宅介護拠点」を整備・開設
する事業者の募集を行います。
地区・整備量：加西地区（加西中学
校区）・1施設
募集期間：5/17（月）～ 7/16（金）
審査：事業予定者の決定は、加西市
地域密着型サービス運営委員会によ
る審査を受けて、市長が決定します。
申込先：長寿介護課☎428788
※詳細は市ホームページに掲載して
います。また、申請書等もダウンロー
ドできます。

加西市地域密着型サービス
事業所の公募（小規模多機能
型居宅介護拠点）

介護に携わる方々
で日頃の思いや悩
みを、気軽に話し
合ってみません
か？介護人同士が
集い、悩みの軽減に繋げていける「語
らいの場」へ、あなたも是非ご参加
下さい。
日時：毎月第 4 土曜日 14:00 ～
（1 時間半程度）初回 5/22
※お好きな日程に、ご参加ください。
対象：家庭で介護されている男性・
女性（10 名まで）
※一時保育あり（1 歳半以上、無料・
相談日の一週間前までに要予約）
会場：アスティアかさい 3 階　男女
共同参画センター会議室
問合先：男女共同参画センター
☎42 0105

介護サロン
「分かち合おう、介護の悩み」


