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■人権相談（人権問題に係る相談）☎428727
日時：12/6（火）　10:00 ～ 12:00　場所：アスティアかさい3階

10:00 ～ 15:00　場所：市民会館
■法務局における人権相談所　☎0795420201
日時：月～金曜日（休日を除く）　8:30 ～ 17:15
場所：神戸地方法務局社支局（但し、木曜日は人権擁護委員が対応）
■心配ごと相談・法律相談・身体障害者福祉相談　☎430303
日時：12/22（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：12/8（木）、1/12（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：12/22（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：12/1（木）、1/5（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：12/1（木）、12/15（木）、1/5（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　☎0795-42-9436
日時：12/5（月）、12/19（月）、1/16（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

相　談 おくやみ

敬称略。10月21日～ 11月20日届出・掲載承諾分

死亡者 年齢 喪主 町名

髙見正三 81 高見秀三 北条町西南
植田一子 79 植田　一 北条町栗田
豊田ちづ子 90 柴田和明 北条町北条
小池康擴 66 小池五美 下万願寺町
浅田綾子 93 浅田晃正 北条町北条
吉田里知子 61 吉田俊晴 栄町
内藤則子 69 内藤浩昭 東笠原町
今田泰江 82 今田　厚 尾崎町
東郷克美 93 東郷義孝 王子町
丸本美津子 90 丸本文彦 若井町
井上すかの 91 井上　弘 田原町
頃安すみ子　 85 頃安喜郎　 池上町
飯尾力夫 89 飯尾孝行 鶉野町
岩佐剛博 30 岩佐英雄 豊倉町
松下　武 77 松下明雄 中野町
森本國子 92 森本洋一 倉谷町
岡田康廣 78 岡田明子 青野町
圓井敏市 84 圓井秀和 北条町小谷
小林　正 92 小林正樹 北条町栗田
森本文一 90 森本靜一 若井町
田中和秀 55 田中三重子　上宮木町
長岡ミヨ子 93 長岡昌樹 都染町
尾上順一 89 尾上哲三 北条町北条
吉田幹夫 75 吉田　清 常吉町
荒木昌子 68 荒木芳久 山下町
青木文子 84 藤本房枝 北条町西南
髙瀨義夫 70 髙瀨勝信 朝妻町
田行せつ子 85 田行　智 鴨谷町
中安　学 32 中安貴子 東剣坂町
岩崎雄二 90 岩崎明一 豊倉町
中倉　茂 86 中倉正達 三口町
松岡　進 71 松岡富美子 鶉野町
玉田弘美 76 玉田裕昭 玉野町
奥本住江 81 奥本昌英 朝妻町
長谷川たつゑ 95 長谷川正明 北条町東高室
安富一枝 91 安富智彦　 畑町
川嶋義一 78 川嶋敏揮 市村町
岡田春美　 78 岡田暢章 油谷町
佐伯はつゑ 95 佐伯茂生 西笠原町
後藤かづゑ 88 後藤　修 鶉野町
中野わさゑ 95 中野和美 北条町東高室
藤原　勲 82 藤原年朗 朝妻町
幸田良子 74 幸田直樹 栄町

※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、経営戦略室秘書課（☎428701）まで
ご連絡ください。

■2か月児（先天性股関節脱臼）健診 
日時：12/26（月）13:00 ～ 13:45
対象：平成23年 10月生まれの乳児
■ 4 か月児健診
①日時：12/6（火）13:00 ～ 13:45
①対象：平成23年 7月生まれの乳児
②日時：1/10（火）13:00 ～ 13:45
②対象：平成23年 8月生まれの乳児
■ 1 歳 6 か月児健診 
日時：12/13（火）13:00 ～ 13:45
対象：平成 22 年 6 月生まれの幼児
■ 2 歳児教室
日時：12/21（水）13:00 ～ 13:15、

14:00 ～ 14:15  
対象：平成21年 12月生まれの幼児
■ 3 歳児健診
日時：12/20（火）13:00 ～ 13:45 
対象：平成20年 10月生まれの幼児
■乳幼児保健相談
日時：12/22（木）13:00 ～ 13:30 
対象：希望者
■離乳食講習会初期（予約制）
日時：12/15（木）13:00 ～ 13:30  
対象：7 ～ 8 か月の乳児の保護者
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：1/6（金）13:00 ～ 13:30
対象：妊娠 5 か月以降のママ、育
児協力者

健診実施場所：健康増進センター

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）

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。

12 月 4 日（日）　荒木医院  　☎43 9711（北条町）　　　　
12 月 11 日（日）　あさじ医院  　☎44 0225（若井町）
12 月 18 日（日）　つつみ神経内科 　☎45 2050（野上町）　　　　
12 月 23 日（金）　みのりクリニック 　☎48 8470（下宮木町）
12 月 25 日（日）　西村医院  　☎49 0001（中野町）　　　　
12 月 31 日（土）　米田病院  　☎48 3591（尾崎町）
1月 1日（日）　横田内科医院  　☎42 5715（北条町）　　　　
1月 2日（月）　坂部整形外科  　☎43 1444（北条町）　　　　
1月 3日（火）　大杉内科医院  　☎47 0023（別府町）　　　　

★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。

募　集
放送大学では、平成 24年度第 1学期
（4月入学）の学生を募集しています。
心理学・福祉・経済・歴史・文学・
自然科学など幅広い分野を学べます。
詳しい資料を無料送付いたしますの
で、お気軽にお問い合せください。
出願期間：2/29（水）まで
問合先：放送大学姫路サテライトス
ペース☎ 079-284-5788
放送大学ホームページ
（http://www.ouj .ac. jp）
※ホームページでも受け付けています。

放送大学4月生募集

市では、平成 24 年度
臨時職員（アルバイ
ト・パート）を次の
とおり募集します。
募集職種：保育士、幼稚園教諭
資格：保育士資格、幼稚園教諭免許
給与：日給 7,520 円
※社保・雇用保険加入、通勤手当あ
り。詳しくは、市 HP で確認してく
ださい。
※賃金単価は H23 年度実績であり、
増減することがあります。
年齢：平成 24 年 4 月 1 日時点にお
いて、60 歳未満の者
受付：12 月 27 日（火）までに次の
書類を持参または郵送してください。
提出書類：①市販の履歴書
　　　　　②免状または資格証の写
　　　　　　し
※郵送の場合は封筒の表に朱書きで
履歴書在中としてください。
面接予定日：平成24年1月28日（土）
※面接時間は後日通知します。
申込先：〒 675-2395（住所表記不要）
総務部人事課☎42 8702
※上記以外の職種については、平成
24 年の「広報かさい 1 月号」に掲
載予定です。

平成24年度臨時職員を募集

インドネシア学生 17人が、民族楽器
アンクルンの演奏を通しての文化交
流のため来日し、加西へやってきま
す。滞在中のホームステイや交流会
にご協力いただける方を募集します。
滞在期間：1/20（金）～ 2/9（木）
ホームスティ受け入れ期間：1 日だ
けでも可能です。下記までご相談く
ださい。
受け入れ人数：1 人からでも可能
報酬：なし
※交流会への参加を希望される方も
下記までお問い合わせください。
問合先：MORE 地球家族（村上）
☎ 090-7340-0888

親日インドネシア学生の
ホームステイ・ファミリー募集


