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■人権相談（人権問題に係る相談）☎428727
日時：3/6（火）、4/3（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：3/22（木）　9:00 ～ 11:00
場所：健康福祉会館内　※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：3/8（木）、4/12（木）　13:30 ～ 16:00
場所：健康福祉会館内
■行政相談（行政に係る諸問題）☎428739
日時：3/22（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）☎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：3/1（木）、4/5（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　☎0790-43-1217
日時・場所：4/ 5（木）　13:00 ～ 15:30　市役所5階小会議室
　　　　　　4/19（木）　13:00 ～ 15:30　市役所6階会議室
■エイズ・肝炎ウィルス検査・相談　☎0795-42-9436
日時：3/5（月）、3/19（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。1月21日～ 2月20日届出・掲載承諾分

死亡者 年齢 喪主 町名

高見八郎 86 高見周作 野上町
竹國義晃 50 竹國文子 北条町北条
浅見國惠 92 浅見洋志 坂本町
髙田與一 79 高田將吾 北条町西高室
羽子岡のぶこ 103 羽子岡義隆 畑町
廣田隆夫 84 廣田勝彦 河内町
金澤武彦 77 金澤吉弘 北条町古坂
法田　清 85 法田由香 倉谷町
吉岡　悠 25 吉岡晃正 北条町北条
淺田和美 71 淺田はつみ 繁昌町
澤中つたゑ 88 澤中種子 下宮木町
長濱　勇 88 長濱良樹 笹倉町
山本すま子 79 山本　忠 中富町
後藤光義 69 後藤幸司 鶉野町
筒井達也 35 筒井正雄 西谷町
髙井とみ子 94 高井　章 北条町古坂
増田雅實 88 増田佳紀 繁昌町
辻　悦二 93 辻　祐一 殿原町
竹内辰雄 83 竹内正己 大内町
畑中武生 85 畑中和代 畑町
田中かめの 81 田中広利 別府町
垣内一男 85 垣内裕史 北条町西南
中島哲也 60 中島大輔 北条町北条
布施信義 61 布施智明 北条町北条
柿本きみゑ 98 柿本一明 西笠原町
田中より 100 田中秀正 谷口町
森口督三 85 森口源男 山枝町
山田一實 89 山田一壽 上道山町
後藤五一 83 後藤政博 殿原町
伊藤榮逸 81 伊藤政信 和泉町
田中利計 83 田中正信 谷口町
菅野早苗 81 菅野俊男 常吉町
常峰ひさ 92 常峰芳樹 田谷町
柏原忠男 92 山本正人 東剣坂町
前田正信 84 前田和正 大村町
吉田トクエ 91 吉田利信 田原町
藤原せつ 90 藤原和義 網引町
大西一枝 90 大西泰美 北町

※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：3/26（月）13:00 ～ 13:45
対象：平成24年 1月生まれの乳児
■ 4 か月児健診
①日時：3/6（火）13:00 ～ 13:45
①対象：平成23年10月生まれの乳児
②日時：4/3（火）13:00 ～ 13:45
②対象：平成23年11月生まれの乳児
■ 1 歳 6 か月児健診 
日時：3/13（火）13:00 ～ 13:45
対象：平成 22 年 9 月生まれの幼児
■ 2 歳児教室
日時：3/21（水）13:00 ～ 13:15、

14:00 ～ 14:15  
対象：平成22年 3月生まれの幼児
■ 3 歳児健診
日時：3/27（火）13:00 ～ 13:45 
対象：平成21年 1月生まれの幼児
■乳幼児保健相談
日時：3/22（木）13:00 ～ 13:30 
対象：希望者
■離乳食講習会初期（予約制）
日時：3/15（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。

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、必ず医療機関に電話確認
してください。加西消防署（☎42 0119）で確認することもできます。

3 月 4 日（日）　坂部整形外科  　☎43 1444（北条町）　　　　
3月 11 日（日）　大杉内科医院  　☎47 0023（別府町）　　　　
3月 18 日（日）　荒木医院  　☎43 9711（北条町）　　　　
3月 20 日（火）　つつみ神経内科 　☎45 2050（野上町）　　　　
3月 25 日（日）　おりた外科胃腸科医院 　☎42 6000（北条町）　　　　
4月 1日（日）　西村医院  　☎49 0001（中野町）　　　　
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★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。
★平成 24年 4月～ 25年 3月の「親と
子の健康づくりカレンダー」は広報か
さい4月号と一緒に配付します。

募集

公民館かしの木学園生募集
かしの木学園では、高齢者による「い
きいきとした地域生活」を目指し、
各公民館で新しい教養や健康づくり
等の講座を開催しています。仲間と
共に交流の輪を広げ、学びを活かし
た新たな活動を始めてみませんか？
講座開催日：5 月～ H25.3 月の間、
月 1 回（各公民館とも全 10 回程度）
対象：60 歳以上の市民
申込先：詳しくは、各公民館までお
問い合せください。（受付は月～土
曜日 9:00 ～ 17:00）
中央公民館☎42 2151
善防公民館☎48 2643
南部公民館☎49 0041
北部公民館☎45 0103

行政書士による無料相談所
相続・遺言、農地に関する許可、官
民境界協定、契約書や内容証明作成
等に関する相談を無料で行います。
日時：3/10（土）、4/14（土）
13:30 ～ 16:00
場所：アスティアかさい 3 階地域交
流センター（☎42 0106）
相談員：兵庫県行政書士会東播支部
役員
問合先：同会東播支部（上井秀勝支
部長）☎42 8840

平成 24 年度
第 1 回警察官採用試験の実施
受付期間：3/23（金）～ 4/22（日）
※郵送は 4/17（火）まで
試験日：5/13（日）
資料請求：受験資料は、
加西警察署及び兵庫県警
察本部の受付窓口に備え
付けています。
問合先：兵庫県警察本部警察官採用
センター☎ 0120-145-314
※詳細は兵庫県警察のホームページ
の採用情報をご覧ください。
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自衛官募集
■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：1 回目／ 4/4（水）まで
■自衛隊幹部候補生
応募資格：
一般・技術／ 22 歳以上 26 歳未満
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 26 歳未満
受付期間：4/27（金）まで

※その他詳しくは下記までお問い合
わせください。
問合先：自衛隊兵庫地方協力本部青
野原分駐所☎ 0794-66-7959


