
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：1/24（月）13:00 ～ 13:45
対象：平成22年 11月生まれの乳児
■ 4 か月児健診
日時：2/1（火）13:00 ～ 13:45
対象：平成 22 年 9 月生まれの乳児
■ 1 歳 6 か月健診 
日時：2/8（火）13:00 ～ 13:45
対象：平成 21 年 8 月生まれの幼児
■ 2 歳児教室
日時：1/26（水）13:00 ～ 13:15、

14:00 ～ 14:15  
対象：平成21年 1月生まれの幼児
■ 3 歳児健診
日時：2/15（火）13:00 ～ 13:45 
対象：平成19年 12月生まれの幼児
■乳幼児保健相談
日時：1/27（木）13:00 ～ 13:30 
対象：希望者
■離乳食講習会（予約制）
日時：2/17（木）13:00 ～ 13:30  
対象：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）  
日時：2/3（木）13:00 ～ 13:30
対象：妊娠 5 か月以降のママ、育
児協力者 

■人権相談　 13:30 ～ 15:30  　（☎428727）
　2/1（火）　市民会館
■行政相談　 13:30 ～ 15:30  　（☎428739）
　2/1（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  
　1/27（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  
　2/10（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）
■消費生活相談　 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・女性相談（母子家庭等に関する相談）　 8:30 ～ 17:15  
　月～金曜日　市役所  社会福祉課 （☎428709）
■女性出前チャレンジ相談　14:00 ～ 15:00 ～ 16:00 ～  要予約
　1/22（土）アスティアかさい3階男女共同参画センター（☎420105）
■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）
■高齢者に関する相談　 8:30 ～ 17:00  
　月～金曜日　市役所2階地域包括支援センター（☎427522）
■ボランティア相談　 13:30 ～ 15:30  
　1/22（土）、2/3（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  
　1/17、2/7（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  
　1/20（木）市役所5階小会議室　近畿税理士会社支部（☎491897）
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問合先：国保健康課☎428723

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。

敬称略。12月1日～ 31日届出・掲載承諾分

死亡者 年齢 喪主 町名

石野佐代子 84 石野清和 尾崎町
中村博俊 85 中村俊晴 豊倉町
深山三男 86 深山三明 広原町
後藤悦子 78 後藤　修 吸谷町
野田幸雄 95 野田利彦 北条町古坂
肝付イツノ 84 肝付德幸 段下町
常峰勝次 86 常峰安雄 小印南町
宮柳　功 81 宮柳　靖 殿原町
西村壽子 90 西村義孝 上宮木町
増田　靜 81 増田佳紀 繁昌町
川嶋君子 89 川嶋　滿 市村町
是常きみ子 88 是常　正 上芥田町
柿本道一 74 柿本幸則 田原町
岡井いとゑ 89 岡井勝己 田原町
見上つや 97 見上達也 福住町
藤本まさ子 87 藤本孝夫 下道山町
加門利雄 85 吉田道男 桑原田町
宮﨑　馨 92 山口忠信 下道山町
豊田修次 76 豊田真弘 北条町南町
内藤公丈 55 内藤光男 中山町
本玉美智雄 77 本玉和弘 玉野町
立𦚰　照 90 立脇範雄 上芥田町
中野深雪 95 中野治憲 北条町御旅町
田中　進 62 田中宏典 谷口町
藤本多実子 56 藤本忠男 若井町
羽子岡正子 75 羽子岡隆男 北条町笠屋
大谷知惠子 100 佐竹節子 北条町南町
中川すが子 92 中川　修 山下町
金澤俊彦 80 金澤ちゑ子 上道山町
織田章代 39 織田好伸 鶉野町
芝　正勝 85 上田怜二郎 三口町
石野よし子 88 石野　司 西谷町
飯尾和夫 80 飯尾信之 王子町
飯尾敬一 92 飯尾佳功 野条町
竹内うめの 92 竹内　徹 和泉町
前田慈宝 74 前田龍峯 上宮木町
松本周三 42 松本茂美 山下町
山端　幸 93 山端重實 繁昌町
篠倉やす子 73 篠倉信夫　 若井町
圓滿はつこ 94 圓滿　昇 上万願寺町
熊谷一枝 98 熊谷保孝 下万願寺町
和田　茂 76 和田幸一 若井町
藤原はるこ 93 藤原　護 大内町
安茂博之 83 安茂孝司 畑町
原田俊一 66 原田耕次 網引町
内田和子 80 内田英樹 琵琶甲町
原田やすゑ 94 原田正八朗 河内町

※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）

1月16日（日）　坂 部 整 形 外 科　（北条町☎431444）
1月23日（日）　横 田 内 科 医 院　（北条町☎425715）
1月30日（日）　大 杉 内 科 医 院　（別府町☎470023）
2月 6日（日）　荒 木 医 院　（北条町☎439711）
2月11日（金）　徳 岡 内 科　（北条町☎420178）
2月13日（日）　堀 井 内 科 医 院　（網引町☎490150）
2月20日（日）　佐 竹 医 院　（北条町☎424057）

神戸新聞社では、結婚 50 年を迎え
られたご夫婦を招き、長寿と繁栄を
祝う式典を行います。
開催日時：5/8（日）13:00 ～
対象：昭和 37 年中に婚姻届を提出
した県内在住のご夫婦
締切：2/25（金）必着※先着順
申込：所定の申込書（市役所市民課
窓口と神戸新聞支社、総局、販売所
にあります）に記入の上、下記まで
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 23
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。また年数回の授業な
どを通して学生相互の交流を図りま
す。
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（木）～ 4/11（月）
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

募集講座・定員：
①高齢者大学（4年制・4学科）340人
②大学院（2年制）歴史・文化コー
ス 25人、地域活動コース 25人
応募資格：県内在住で概ね 56歳以
上の方（講座により異なる）
出願期間：2/14（月）～ 28（月）
受講料：年間5万円（予定）
問合先：兵庫県いなみ野学園
☎079-424-3342

兵庫県いなみ野学園（高齢者大
学等）の平成23年度入学生募集

県教育委員会で
は、県内の市町
立小 ･ 中 ･ 特別
支援学校（神戸
市を除く）で実
施する初任者研
修にかかる非常勤講師を募集してい
ます。
勤務内容：初任者研修にかかる授業
の補充など
勤務条件：
①　年間16日以内（1日7時間以内）
②　①及び年間 300 時間以内（週 2

日、週 10 時間程度）
　　・報酬は１時間あたり 2,790 円

（平成 22 年度現行額）
　　・交通費は実費支給（ただし、

支給限度額の範囲内）
資格：希望する校種の教育職員免許
状所持者又は、同免許を平成 23 年
4 月 1 日までに取得できる方
申込期間：2/1（火）～ 3/18（金）
問合先：播磨東教育事務所教育振興
課☎ 079-421-1101

小・中・特別支援学校の
非常勤講師の募集

募集人員：正職員（事務職 1 名）
受験資格：昭和 59 年
4 月 2 日以降に生まれ
た人で、学校教育法に
よる短期大学以上を卒
業又は、平成 23 年 3
月 31 日迄に卒業見込
みの人
勤務時間：8:30 ～ 17:00（休憩50分）
休日：土日・祝祭日
待遇：社会保険・交通費補助・昇給
有り・賞与年 2 回
給与：加西商工会議所規定による
業務：中小企業への経営、金融、労
務等の巡回指導並びに窓口相談
採用試験：2 月中旬頃予定
問合先：加西商工会議所中小企業相
談所指導課（田中）☎42 0416

加西商工会議所職員募集
（今春採用）


