
■人権相談　 13:30 ～ 15:30  　（☎428727）
　3/1（火）　市民会館
■行政相談　 13:30 ～ 15:30  　（☎428739）
　3/1（火）　市民会館
　※4月から第4木曜日に、場所はアスティアかさい3階に変わります。
■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  
　2/24・3/24（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  
　3/10（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
　2/26・3/26（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  
　3/3（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  
　2/21・3/7・3/28（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）
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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

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。1月1日～ 31日届出・掲載承諾分

死亡者 年齢 喪主 町名

島田俊幸 61 島田直人 北条町古坂
長尾　茂 83 長尾茂美 北条町宮前
正木惠美子 84 正木　清 牛居町
甲　春一 84 甲　康弘 東横田町
和田ちゑ 81 和田　稔 若井町
荒木キヨ子 96 荒木哲郎 山下町
松下重義 86 松下高章 畑町
山本達夫 74 山本浩通 北条町横尾
水田五作 86 水田兼正 北条町古坂
片岡しず子 92 片岡良矩 国正町
岩井治郎 58 岩井俊晃 笹倉町
高見節代 82 高見　昇 河内町
岩﨑千代子 82 岩﨑雅彦 北条町黒駒
新延久子 68 新延康之 中野町
岩﨑辰郎 82 岩﨑和重 中西町
森山もとゑ 92 森山俊幸 山枝町
藤原亀治 89 藤原邦啓 常吉町
高田夏子 93 高田浩之 別府町甲
森　みづゑ 93 森　一三 下万願寺町
西𦚰利雄 91 西𦚰昌三 北条町古坂
高橋サヨ子 64 高橋義行 佐谷町
福永　榮 90 福永芳嗣 吉野町
小林信子 82 小林敏信 北条町西南
丸山眞砂子 70 丸山近治 北条町古坂
宮永あり子 83 植原　寛 三口町
髙田元夫 79 髙田道生 北条町小谷
蓬莱ひさゑ 89 蓬莱幸一 野条町
藤井もとゑ 103 藤井利昭 国正町
小池あきこ 94 小池芳德 下万願寺町
民輪ち江の 98 民輪八郎 田谷町
小嶋あさ子 90 小嶋幸男 下宮木町
河合八千代 84 河合仁志 鶉野町
瀬戸ふみゑ 91 瀬戸克彦 上野町
岩﨑勝子 87 岩崎正明 中西町

※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】
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）

2月20日（日）　佐 竹 医 院　（北条町☎424057）
2月27日（日）　小 野 寺 医 院　（王子町☎483737）
3月 6日（日）　あ さ じ 医 院　（若井町☎440225）
3月13日（日）　つ つ み 神 経 内 科　（野上町☎452050）
3月20日（日）　みのりクリニック　（下宮木町☎498470）
3月21日（月）　西 村 医 院　（中野町☎490001）
3月27日（日）　おりた外科胃腸科医院　（北条町☎426000）
4月 3日（日）　北 条 田 仲 病 院　（北条町☎424950）

㈱ケイ ･ オプティコムが提供する、
市内全域を対象としたインターネッ
ト等の光ファイバー接続サービス利
用の申込受付が始まっています。電
話窓口は次の通りです。
申込窓口：e  oインフォメーションデスク
☎ 0120-34-1010（9:00 ～ 21:00）

光ファイバーの申込窓口を設置

上記実施場所：健康増進センター

★必ず母子健康手帳を持参ください。

■2か月児（先天性股関節脱臼）健診 
①日時：2/28（月）13:00 ～ 13:45
①対象：平成22年 12月生まれの乳児
②日時：3/28（月）13:00 ～ 13:45
②対象：平成 23 年 1 月生まれの乳児
■ 4 か月児健診
①日時：3/1（火）13:00 ～ 13:45
①対象：平成22年 10月生まれの乳児
②日時：4/5（火）13:00 ～ 13:45
②対象：平成22年 11月生まれの乳児
■ 1 歳 6 か月健診 
日時：3/8（火）13:00 ～ 13:45
対象：平成 21 年 9 月生まれの幼児
■ 2 歳児教室
①日時：2/23（水）13:00 ～ 13:15、

14:00 ～ 14:15  
①対象：平成21年2月生まれの幼児
②日時：3/23（水）13:00 ～ 13:15、

14:00 ～ 14:15  
②対象：平成21年3月生まれの幼児
■ 3 歳児健診
日時：3/15（火）13:00 ～ 13:45 
対象：平成 20 年 1 月生まれの幼児
■乳幼児保健相談（希望者）
日時：2/24・3/24（木）13:00～ 13:30 
■離乳食講習会（中期）（予約制）
日時：3/17（木）13:00 ～ 13:30  
対象：7 ～ 8 ヵ月の乳児の保護者
定員：15 名
※実習用エプロンをご持参ください。
■パパママクラブ（予約制）  
日時：3/3（木）13:00 ～ 13:30
対象：妊娠 5 ヵ月以降のママ、育
児協力者 

市民総ボランティアを目指す推進役
として、組織的なボランティア活動
の啓発及び育成援助を行う「運営委
員」を若干名募集します。
任期期間：H23.4 月～ H25.3 月
活動頻度：活動は主に運営会議。年
5 回程度実施
対象：市内在住の方
締切：2/21（月）
申込先：加西市社会福祉協議会 
☎43 8133

加西市ボランティア・市民活
動センター運営委員募集

市では、住友化学（鎮岩町）及びそ
の関連会社のパートナーとなる、次
の事項に関心のあるトマトあるいは
イチゴ栽培農家を募集しています。
対象農家：
・トマトあるいはイチゴの栽培指導
をしていただける方。

・企業の栽培技術検討や製品開発に
協力いただける方。

・農業継続に不安があり、企業をパ
ートナーとした農業継続に興味の
ある方。

・企業をパートナーとして、規模拡
大、販路拡大に興味のある方。
問合先：農政課☎42 8741

農業者のみなさんへ。
企業パートナーを募集します

募　集

国民健康保険事業の運営を審議する ｢
加西市国民健康保険運営協議会｣ の被
保険者を代表する委員を募集します。
募集人数：2 名
資格：20 歳以上の加西市国民健康
保険の被保険者で、同保険の運営に
関心を持っている方。
報酬：規定により支給
任期：平成 25 年 3 月末まで
協議会開催：会議（2時間程度）年2回
受付期間：3/18（金）まで
応募方法：自己 PR・応募動機を 400
字程度にまとめて応募してください。
問合先：国保健康課☎42 8721

加西市国民健康保険運営協議
会委員募集

平成24年3月下旬入隊・
入校予定の自衛官を次
の通り募集します。
■予備自衛官補
応募資格：
一般／ 18 歳以上 34 歳未満、
技能／ 18 歳以上で国家免許資格等
を有する者
受付期間：4/6（水）まで
試験日：4/15（金）～ 18（月）い
ずれか 1 日
■一般曹候補生
応募資格：18 歳以上 27 歳未満
受付期間：5/6（金）まで
試験日：1 次試験／ 5/21（土）、
2 次試験／別示
■自衛隊幹部候補生
応募資格：
一般・技術／ 20歳以上 26 歳未満（大
卒、見込み含）、
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 28 歳未満
受付期間：5/6（金）
試験日：1 次試験／ 5/14（土）筆記
試験、5/15（日）筆記式操縦適正検
査（飛行要員希望者のみ）
2 次試験／別示

上記問合先：自衛隊兵庫地方協力本
部青野原分駐所☎ 0794-66-7959
加西市役所総務部行政課☎42 8702

防衛省からのお知らせ


