
■人権相談（人権問題に係る相談）☎428727
日時：5/10（火）　10:00 ～ 12:00、13:30 ～ 15:30
場所：市民会館（午前・午後）、地域交流センター（午後）
■人権擁護委員による人権相談所　☎0795420201
日時：毎週木曜日（休日を除く）　9:00 ～ 16:00
場所：神戸地方法務局社支局
■心配ごと・法律相談・身体障害者福祉相談　☎430303
日時：5/26（木）　9:00 ～ 11:00
場所：健康福祉会館　※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　☎430303
日時：5/12（木）　13:30 ～ 16:00
場所：健康福祉会館
■行政相談（行政に係る諸問題）☎428739
日時：5/26（木）　13:30 ～ 15:30
場所：アスティアかさい3階ワークルーム
■市民相談（市民の日常生活上の諸問題）☎428739
日時：月～金曜日　9:00 ～ 16:30
場所：アスティアかさい3階市民相談室
■消費生活相談（商品購入に関するトラブル等）☎428739
日時：月火木金　9:00 ～ 16:30
場所：アスティアかさい3階市民相談室
■教育相談（いじめ・不登校、子どもの教育の悩み等）☎423723
日時：月～金曜日　9:00 ～ 17:00
場所：総合教育センター
■療育・養育相談（0～ 18歳までの子をもつ保護者対象）☎426704
日時：月～金曜日　9:00 ～ 16:00
場所：健康福祉会館 家庭児童相談室
■母子・女性・DV相談（母子家庭等に関する相談）☎428709
日時：月～金曜日　8:30 ～ 17:15
場所：市役所1階社会福祉課
■児童虐待・養育相談　☎428709
日時：月～金曜日　8:30 ～ 17:15
場所：市役所1階社会福祉課
■すくすく子育て相談（子の発育や育児の健康）☎428723
日時：月～金曜日　8:30 ～ 17:00
場所：市役所1階国保健康課
■高齢者に関する相談（高齢者の介護・医療・保健等）☎427522
日時：月～金曜日　8:30 ～ 17:00
場所：市役所2階地域包括支援センター
■ボランティア相談　☎438133
日時：5/12（木）、6/2（木）　13:30 ～ 15:30
場所：健康福祉会館ふれあいの間１
■税理士による無料税務相談　☎0795-48-2055
日時：6/2（木）　13:00 ～ 16:00
場所：市役所5階小会議室
■エイズ・肝炎ウィルス検査・相談　☎0795429365
日時：5/2（月）、5/16（月）、6/6（月）　13:30 ～ 14:30
場所：加東健康福祉事務所　※予約制、匿名、原則無料
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相　談 お  く  や  み

敬称略。3月21日～ 4月20日届出・掲載承諾分

死亡者 年齢 喪主 町名

内藤三千代 79 内藤喜博 満久町
齋藤ちづ子 91 齋藤倫政 畑町
山本豊子 59 奧山和敏 北条町西高室
小川孝子 81 小川和孝 田谷町
竹内敏郎 82 竹内　健 下道山町
古田美代 89 古田　充 東長町
國田行雄 86 國田幸治 上万願寺町
黒川京子 82 黒川　勇 北条町東南
柿本邦雄 63 柿本哲也 鶉野町
棟廣健一郎 76 棟廣佐千子 上万願寺町
金鹿フサヱ 94 金鹿正孝 窪田町
木下あさ子 92 木下一司 畑町
大豊　暢 84 大豊康臣 上万願寺町
堀尾輝一 91 堀尾　武 福居町
内藤公夫 83 内藤康博 鴨谷町
東郷照治 91 東郷照男 北条町本町
長谷川　桂 62 長谷川朋仁　北条町江ノ木
堀上梶男 82 武田貴美子 網引町
玉田洋子 54 筧　和人 鎮岩町
坂本ひさゑ 87 坂本　正 島町
西脇芳夫 80 西脇信行 河内町
西脇文雄 76 西脇美智代 北条町栗田
亀田昭義 71 亀田邦江 繁昌町
坂本美喜雄 75 坂本キヌ子 島町
髙見照夫 77 高見昭夫 戸田井町
佐野みつる 92 髙﨑孝司 中富町
馬場已一郎 81 馬場勝英 下万願寺町
森本　綠 87 森本達矢 北条町笠屋
栗山金子 90 栗山博之 段下町
常峰　勝 89 常峰　朗 小印南町
岡田　勲 78 岡田洋一 青野町
瀬戸克彦 68 瀬戸康史 上野町
小林正子 90 小林正一 新生町
世良田　博 50 世良田紘平 殿原町
大西玉枝 85 大西洋文 殿原町
立脇すがの 98 立脇熙敏 上芥田町
水谷しげの 90 水谷元一 和泉町

※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。

休 日 当 直 医

※診察時間は、9:00 から 17:00 まで。
※当直医日程は変更になる場合がありますので、必ず病院に電話確認して
下さい。加西消防署（☎42 0119）で確認することもできます。

■2か月児（先天性股関節脱臼）健診 
日時：5/23（月）13:00 ～ 13:45
対象：平成23年 3月生まれの乳児
■ 4 か月児健診
日時：5/10（火）13:00 ～ 13:45
対象：平成 22 年 12 月生まれの乳児
■ 1 歳 6 か月健診 
日時：5/17（火）13:00 ～ 13:45
対象：平成 21 年 11 月生まれの幼児
■ 2 歳児教室
日時：5/25（水）13:00 ～ 13:15、

14:00 ～ 14:15  
対象：平成21年 5月生まれの幼児
■ 3 歳児健診
日時：5/24（火）13:00 ～ 13:45 
対象：平成20年 3月生まれの幼児
■乳幼児保健相談
日時：5/26（木）13:00 ～ 13:30 
対象：希望者
■離乳食講習会初期（予約制）
日時：5/20（金）13:00 ～ 13:30  
対象：4 ～ 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（予約制）  
日時：パート① 5/12（木）、パート
② 6/3（金）13:00 ～ 13:30
対象：妊娠 5 か月以降のママ、育
児協力者 

検診実施場所：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。

乳 幼 児 健 診

上記問合先：国保健康課☎428723

■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）

5月 1日（日）　あさじ医院　  　☎44 0225（若井町）　　　　
5月 3日（火）　佐竹医院　  　☎42 4057（北条町）
5月 4日（水）　米田病院　  　☎48 3591（尾崎町）　　　　
5月 5日（木）　横田内科医院　 　☎42 5715（北条町）
5月 8日（日）　坂部整形外科　 　☎43 1444（北条町）　　　　
5月 15 日（日）　大杉内科医院　 　☎47 0023（別府町）
5月 22 日（日）　荒木医院　  　☎43 9711（北条町）　　　　
5月 29 日（日）　おりた外科胃腸科医院 　☎42 6000（北条町）
6月 5日（日）　つつみ神経内科　 　☎45 2050（野上町）　　　　

加西市社会福祉協議会は、9 月の敬
老月間記念行事として、市内在住の
高齢者夫婦を対象に記念撮影を行い
ます。記念写真は額に入れて贈呈。
日時：7/27（水）～ 29（金）
※撮影日は 3 日間のいずれかの 1 日
です。撮影の日程については、ご要
望にお応えしかねます。
対象者：今年夫婦の数え年の合計
159 歳又は 160 歳
※過去に撮影された方は対象外です。
撮影：栄光社 宮本久雄氏（ボラン
ティア）
撮影料：無料
申込期限：5/2（月）～ 6/17（金）
※既に協力団体の加西市老人クラブ
連合会を通じて申し込みされている
方は、重複しますので申し込みの必
要はありません。
申込先：加西市社会福祉協議会
☎43 8133　℻42 6658

高齢者夫婦記念撮影
希望者受付中

ボーイスカウト加西第 1団
では、隊員を新規募集します。
募集対象：
ビーバー隊（小 1 ～小 2）
カブ隊（小 3 ～小 5）
ボーイ隊（小 6 ～中 3）
ベンチャー隊（高 1 ～ 20 歳未満）
リーダー（20 歳以上）
※女子も参加できます
費用：入団費　1 人 3,000 円
　　　隊費　月額 1,000 円 /1 人
　　　団費　月額 500 円 /1 世帯
※兄弟 3 人目以降は登録費（年間
3,000 円）のみ。
主な活動内容：ハイキング、キャン
プ、他の地域のボーイスカウトとの
交流会、スキーなど
※その他詳細はお問い合わせくださ
い。
問合先：団委員長  山田ゆかり
☎ 0795-48-0858

ボーイスカウト加西第1団
新規隊員大募集

地域団体活動の活性化や魅力ある北播磨づくりをめざして、地域団体等が
連携を図りながら “絆” を深め、主体的に取り組む活動に対して、経費の一
部を助成します。応募方法など、詳細は下記までお問い合せ下さい。
募集期間：5/20（金）まで
対象事業：平成23年度に新たに実施する地域づくりを目的とした事業
助成金額：1件あたり上限50万円以内
問合先：こころ豊かな美しい北播磨推進会議（北播磨県民局内）☎0795-42-9350

平成23年度北播磨地域づくり活動応援事業　実施団体募集


