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■人権相談（人権問題に係る相談）☎㊷8727
日時：2/7（火）、3/6（火）　13:30 ～ 15:30
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：2/23（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：2/9（木）、3/8（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：2/23（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）☎㊷3730
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：2/2（木）、3/1（木）、　13:30 ～ 15:30
場所：健康福祉会館ふれあいの間１
■エイズ・肝炎ウィルス検査・相談　☎0795-42-9436
日時：2/6（月）、2/20（月）、3/5（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
■働きざかりの SOS ダイヤル  「こころの電話相談室」
相談電話番号：078-367-1255
相談日時：2/10（金）～ 14（火）　13:00 ～ 21:00

相　談 おくやみ

敬称略。12月16日～ 1月20日届出・掲載承諾分

死亡者 年齢 喪主 町名

柏木淑男 82 柏木文男 若井町
本岡まさ子 85 本岡　優 小印南町
常峰俊雄 97 常峰浩司 小印南町
本多園子 63 本多和司 福住町
本玉照代 65 本玉昌已 繁昌町
藤原照子 59 藤原久雄 中野町
安田　昌 85 安田潤一 福住町
髙見幸子 88 高見秀幸 戸田井町
鈴木照子 81 寒竹政和 河内町
平井貞子 85 平井孝明 北条町北条
國井計治 93 國井茂德 北条町古坂
建野保子 89 建野　豊 北条町北条
吉田儀一 83 吉田雅也 田原町
淺田みつ子 92 淺田正美 繁昌町
山角和好 60 山角正喜 西笠原町
堀井　正 86 堀井真言 網引町
三宅新次 89 三宅岩男 中野町
古澤四郎 86 古澤亮輔 北条町西南
岡田春菜 19 岡田利晴 青野町
奥本あい子 89 奥本　勉 朝妻町
松本晶子 86 松本壽泰 別府町
時里茂一 85 時里文崇 若井町
高見光子 74 高見敏弘 野上町
谷田トシ子 77 谷田　修 西谷町
金川ひでの 95 金川初男 和泉町
伊藤一枝 89 伊藤守雄 和泉町
友重千代子 87 友重徳敬 殿原町
大﨑　清 85 大﨑博基 北条町古坂
山田隆夫 84 山田惠一 山枝町
内田せき　 90 内田康雄 琵琶甲町
定行拓巳 79 定行　稔 鴨谷町
髙見茂義 90 髙見文雄 戸田井町
佐伯泰子 86 佐伯道雄 西笠原町
岡崎正男 85 岡崎りつ子 北条町古坂
山田勇雄 89 山田　博 上道山町
黒田　宏 81 岩下一郎 福居町
世良田やち子 80 世良田五男 下芥田町
後藤詔生 67 後藤宏徳 窪田町
後藤しずゑ 81 後藤達津彦 大村町
三宅みさゑ 89 三宅美義 鶉野町
前川和代 59 前川明貴生 網引町
吉田英子 80 吉田好範 北条町北条
森本たづ子 87 森本　薫 北条町西南
小田　義 95 小田　毅 鴨谷町
田中はるゑ 96 田中文雄 谷口町
竹内　毅 85 竹内重仁 小印南町
西澤まさゑ 89 西澤末雄 別府町
古⻆春市 86 古角　要 西横田町
前田美智子 88 前田秀典 王子町
柿本勝美 80 柿本　勝 上宮木町
嶋村純蔵 75 嶋村政典 別府町
福永寅勇 85 大野義光 田原町
別所千代子 91 別所良夫 越水町
髙見　榮 89 高見昌宏 中富町
西村四郎 64 西村裕介 別府町
藤井阿や子 95 藤井健一 下万願寺町
山下敏子 90 山下　哲 山下町
是常ちず子 83 是常重富 上芥田町
西谷俊廣 85 繁田一人 北条町北条
古角としゑ 91 古角幸和 西横田町
宮﨑竹雄 82 宮﨑和男 鶉野町
飯尾俊美 79 飯尾昌弘 野条町
葛原　力 76 葛原辰義 中野町
高井アサコ 97 高井吉晴 上道山町
小池佐市 81 小池克哉 下万願寺町
松本博明 59 坪田幹男 山下町
長谷川福枝 86 長谷川和市 玉野町
塩河麗子 78 塩河克舎 鶉野町
頃安ふみよ 83 頃安　隆 西野々町

※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：2/27（月）13:00 ～ 13:45
対象：平成 23 年 12 月生まれの乳児
■ 4 か月児健診
①日時：2/7（火）13:00 ～ 13:45
①対象：平成 23 年 9 月生まれの乳児
②日時：3/6（火）13:00 ～ 13:45
②対象：平成 23 年 10 月生まれの乳児
■ 1 歳 6 か月児健診 
日時：2/14（火）13:00 ～ 13:45
対象：平成 22 年 8 月生まれの幼児
■ 2 歳児教室
日時：2/22（水）13:00 ～ 13:15、

14:00 ～ 14:15  
対象：平成 22 年 2 月生まれの幼児
■ 3 歳児健診
日時：2/21（火）13:00 ～ 13:45 
対象：平成 20 年 12 月生まれの幼児
■乳幼児保健相談
日時：2/23（木）13:00 ～ 13:30 
対象：希望者
■離乳食講習会初期（予約制）
日時：2/16（木）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）
パート②日時：2/3（金）13:00 ～ 13:30
パパママクラブ日時：3/1（木）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。

2 月 5 日（日）　堀井内科医院  　☎㊾ 0150（網引町）　　　　
2 月 11 日（土）　佐竹医院  　☎㊷ 4057（北条町）　　　　
2 月 12 日（日）　あさじ医院  　☎㊹ 0225（若井町）　　　　
2 月 19 日（日）　米田病院  　☎㊽ 3591（尾崎町）　　　　
2 月 26 日（日）　横田内科医院  　☎㊷ 5715（北条町）　　　　
3 月 4 日（日）　坂部整形外科  　☎㊸ 1444（北条町）　　　　

★健診・相談には必ず母子健康手帳
をお持ちください。

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：5/13（日）13:00 ～
対象：昭和 38 年中に婚姻届を提出
した県内在住のご夫婦
締切：2/29（水）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

都市計画審議会は、都市計画法その
他法令で、その権限に属せられた事
項を調査審議するものです。今回、
15 名の委員の内 4 名を公募します。
応募資格：市内に在住する方
期間：平成 24 年 4 月～平成 26 年 3
月（2 年間）※会議は原則平日昼間
開催、年 2 ～ 3 回程度
募集人員：4 名
委員報酬：1 回 8,300 円
応募方法：郵便または E メールで次
の 2 つの課題について作文（800 字
程度）を作成し、住所・氏名・年齢・
職業を記入して下記応募先まで。
　課題① ｢志望動機｣
　課題② ｢加西市の人口減少対策｣
応募締切：3/5（月）まで
選考方法：選考委員会にて選考。
※結果は応募者全員に連絡致します。
応募先：〒 675-2395（住所表記不要）
都市開発部都市計画課☎㊷ 8753
toshi@city.kasai.lg.jp

（受付は平日 8:30 ～ 17:15）

加西市都市計画審議会委員募集
加西市赤十字奉仕団は、日本赤十字
社のボランティア組織です。
女性団員が中心とな
り、献血の推進、加
西 病 院 ボ ラ ン テ ィ
ア、社会福祉施設で
の活動や、老人、障
害児（者）、子育て支援のための活
動など、地域における社会福祉の増
進 の た め に、 奉 仕 活 動 を し て い ま
す。
奉仕団に興味のある方、または入団
希望の方は下記までお問い合わせく
ださい。
問合先：社会福祉課（市役所 1 階）
☎㊷ 8724、fukushi@city.kasai.lg.jp

加西市赤十字奉仕団員の募集

加西市観光まちづくり協会は、イン
ターネットのブログを通じて加西市
の観光やグルメなどの情報を市内外
に発信していただく方を募集します。
申込：2/20（月）までに下記まで。
※詳細は同協会ホームページ「かさ
い観光ナビ」でご確認ください。
問合先：ふるさと営業課☎㊷ 8740

加西市観光ブログ特派員大募集


