
上記実施場所：健康増進センター

★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。

■2か月児（先天性股関節脱臼）健診 
日時：8/23（月）13:00 ～ 13:45
対象：平成 22年 6月生まれの乳児
■ 4 か月児健診
日時：9/7（火）13:00 ～ 13:45
対象：平成 22 年 4 月生まれの乳児
■ 1 歳 6 か月健診 
日時：9/14（火） 13:00 ～ 13:45
対象：平成 21 年 3 月生まれの幼児
■ 2 歳児教室
日時：8/25（水）13:00 ～ 13:15、

14:00 ～ 14:15  
対象：平成 20 年 8 月生まれの幼児
■ 3 歳児健診
日時：9/21（火）13:00 ～ 13:45 
対象：平成 19 年 7 月生まれの幼児
■乳幼児保健相談
日時：8/26（木）、9/30（木）

13:00 ～ 13:30 
対象：希望者　　
■離乳食講習会（予約制）
日時：9/16（木）13:00 ～ 13:30  
対象：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 1（予約制）  
日時：9/3（金）13:00 ～ 13:30  
対象：妊娠 5 ヶ月以降のママ、育
児協力者 

■人権相談　 13:30 ～ 15:30  　（☎428727）
　9/7（火）　市民会館
■行政相談　 13:30 ～ 15:30  　（☎428739）
　9/7（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  
　8/26（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  
　9/9（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  
　9/2（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  
　8/16、9/6（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  
　8/19、9/2・16（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

問合先：国保健康課☎428723

相　談
　　　  は受付時間です

お  く  や  み

8月22日（日）　荒 木 医 院　（北条町☎439711）
8月29日（日）　おりた外科胃腸科医院　（北条町☎426000）
9月 5日（日）　つ つ み 神 経 内 科　（野上町☎452050）
9月12日（日）　西 村 医 院　（中野町☎490001）
9月19日（日）　米 田 病 院　（尾崎町☎483591）
9月20日（月）　小 野 寺 医 院　（王子町☎483737）
9月23日（木）　北 条 田 仲 病 院　（北条町☎424950）

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。7月1日～ 31日届出・掲載承諾分

死亡者 年齢 喪主 町名

仲島安夫 90 仲島政美 北条町福吉
中根はまゑ 97 中根正雄 西横田町
有方留子 97 有方廣隆 牛居町
杉本日出子 74 杉本二郎 岸呂町
宮長五郎 91 宮長勝典 谷町
橋爪純代 59 橋爪一喜 田原町
松本淳三 85 松本晴子 北条町東高室
杉山定正 30 杉山隆充 段下町
松井きくの 97 松井篤美 北条町本町
仲田凡夫 84 仲田笑子 島町
北条はるの 94 北条富男 東剣坂町
垣内いわの 99 垣内壽一 谷町
民輪政洋 95 民輪正秀 国正町
辻　とくゑ 91 辻　孝雄 中富町
荒瀬國一 72 荒瀬　保 山下町
高橋昭男 65 高橋佐代子 佐谷町
木下さだ子 88 木下哲男 畑町
菅野光子 91 菅野幸德 繁昌町
松本亀市 91 松本勝己 山下町
甲　輝一 84 甲　はつ子 東横田町
小林根子 55 小林敏明 朝妻町
安田義和 76 安田和也 福住町
横田與一郎 78 横田善彦 西横田町
村上泰人 69 村上　緑 北条町御旅
大古瀬しげ子 87 大古瀬正博 北条町笠屋
吉田　寛 31 吉田惠三 下万願寺町
藤原士郎 75 市位良三 上野町
衣笠和正 77 衣笠晴美 和泉町
吉田　博 78 吉田孝江　 北町
佐々木　勇 85 佐々木正明 国正町

※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。

■母子健康手帳の交付申請【印鑑、
妊娠届出書（産院でもらった方のみ）】
■妊婦健康診査費の助成申請【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）を持参。母
子健康手帳交付時にも申請可】
対象：妊婦
受付時間：開庁日の 8:30 ～ 17:15
申請場所：国保健康課（市役所1階）

北はりま絆プロジェクト事業の一環
として、家族をテーマとした川柳を
募集します。家族とは、日々の暮ら
しのなかで、最も身近で頼れる存
在。そんな「家族の絆」の大切さを
作品にしてみませんか。
応募要領：川柳「5・7・5」（字余り可）
の未発表の自作（一人 2 作品まで）。
所定の応募用紙に必要事項を記入し
て、応募ください。
応募締切：9/10（金）必着
※所定の応募用紙、その他詳細につ
いては下記までお問合せください。
問合先：北播磨県民局県民室県民協
働課「家族川柳コンテスト」係
☎ 0795-42-9350

家族川柳コンテスト作品募集

人権課題の解決に関する内容等が描
かれた文芸作品を募集します。
対象作品：小説、随筆（手記・作文）、
詩、創作童話※字数制限あり
応募資格：県内在住、在学、在勤の
方で、インターネット上を含む未発
表・未投稿（他の文芸賞等への重複
応募を含む）の自作作品に限る。
締切：9/21（火）まで
問合先：㈶兵庫県人権啓発協会
☎ 078-242-5355　℻ 078-242-5360

平成22年度人権問題文芸作品
「のじぎく文学賞」募集

■自衛官候補生
応募資格：18才以上
27才未満の男女
受付期間：9/10（金）
まで
採用試験：9/26（日）～ 29（水）
その他：所要の教育を経て 3 ヵ月後
に 2 等陸・海・空士に任用
■一般曹候補生
応募資格：18才以上27才未満の男女
受付期間：9/10（金）まで
1 次試験：9/18（土）
その他：入隊後 2 年 9 月経過以降
選考により 3 等陸・海・空曹に
■航空学生
応募資格：高卒（見込）以上 21 才
未満の男女
受付期間：9/10（金）まで
1 次試験：9/23（木）
その他：パイロット養成コース、6
年後幹部
■防衛大学校学生（推薦）
応募資格：高卒（見込）以上 21 才
未満の男女
受付期間：9/6（月）～ 9（木）
推薦試験：9/25（土）～ 26（日）
その他：学位取得可、卒業1年後幹部
問合先：自衛隊兵庫地方協力本部青
野原分駐所☎ 0794-66-7959

防衛省学生・自衛官募集

部門：洋画、日本画、版画、書道、
水墨画、彫塑・工芸、写真
応募資格：15 歳以上、ただし中学
生は除く※出品料無料
出品点数：1 部門につき 2 点以内
作品受付：10/24（日）10:00 ～ 16:00
受付場所：加西市民会館
表彰：市長賞／副賞 8 万円
　　　議長賞／副賞 2 万円
　　　教育委員会賞／副賞 1 万円
※上記の3賞は、原則として各部門1点
　　　文化連盟会長賞／副賞 記念品
　　　美術家協会長賞／副賞 記念品
　　　奨励賞／副賞 記念品
展覧会：11/19（金）～ 23（火・祝）
展覧会場所：加西市民会館
※募集要項の必要な方は、下記まで
申込先：自己実現サポート課
☎42 8775

第44回加西市美術公募展
作品募集

公共料金の適正化を審議していただ
く委員を募集します。
募集期間：8/15（日）～ 9/3（金）
募集人数：3 名程度、市内在住の方
応募方法：住所・氏名・年齢・職業・
電話番号を明記の上、①志望動機、
②「公共サービスと受益者負担のあ
り方」として 800 字程度の論文を
提出してください。
申込先：行政課☎42 8702

公共料金問題審議会委員の募集

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
小児科医師・看護師からお子さんの症状に応じた
適切な対処の仕方等のアドバイスを受けられます。


