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■人権相談（人権問題に係る相談）☎㊷8727
日時・場所：4/3（火）　13:30 ～ 15:30　市民会館
日時・場所：5/1（火）　10:00 ～ 12:00、13:30 ～ 15:30

市民会館（午前・午後）、地域交流センター（午前）
■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：4/26（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：4/12（木）、5/10（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：4/26（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）☎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階地域福祉課
■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階地域福祉課
■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：4/5（木）、5/10（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：4/2（月）、4/16（月）、5/7（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。2月21日～ 3月20日届出・掲載承諾分

死亡者 年齢 喪主 町名

吉田道弘 79 吉田元昭 常吉町
楠田英富 59 楠田愛子 佐谷町
今西俊三 82 今西利夫 北条町古坂 2 丁目
定行重雄 88 定行素好 鴨谷町
長尾愛子 89 長尾敏昭 北条町小谷
前田寅雄 97 前田千秋 大村町
中野達也 77 中野彰通 北条町北条
丸山一二 85 丸山　明 河内町
野田ふみ子 94 野田　隆 北条町古坂
宮﨑武子 76 宮﨑安雄 北条町北条
市位一之 77 市位卓磨 野上町
玉田榮治 74 玉田勝久 市村町
山下つや子 84 山下　茂 窪田町
吉田　貢 85 吉田つた子 野田町
伊藤順一 83 伊藤　明 和泉町
小林市郎 86 小林克行 北条町黒駒
尾芝むつゑ 98 尾芝浩治 北条町北条
上田ふみ子 80 上田　忍 下宮木町
大西さき子 95 大西勝由 繁昌町
福田ヤス子 86 福田昭宏 上道山町
長濱佐代子 80 長濱政光 笹倉町
藤本　巧 85 藤本敏一 和泉町
木村仲江 69 木村多門 北条町古坂
中川福雄　 87 中川彰博 若井町
小谷繁光 79 小谷明宏 鎮岩町
松永キミ子 76 松永和博 北条町古坂
板井ますゑ 84 板井豊治 網引町
後藤恒夫 95 後藤　勝 鶉野町
小西美智子 77 小西優司 西笠原町
北市たま 87 北市智久 東笠原町
志方義雄 85 志方敏彦 山田町
玉田つや子 81 玉田秀人 北条町横尾
民輪　清 86 西村　修 国正町
吉田みよ子 82 西田君子 北町
頃安正一 84 頃安教介 西野々町
伊藤行男 71 伊藤博之 大村町
橋本幸子 94 橋本嘉智　 田原町
増田よし子 77 増田達美 畑町
安田克彦 84 安田定武 福住町
末金政數 84 末金　実 若井町
前田初子 84 前田一也 王子町
松岡鐵男 87 松岡正義 北条町北条

※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、ふるさと創造部秘書課（☎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：4/23（月）13:00 ～ 13:45
対象：平成 24 年 2 月生まれの乳児
■ 4 か月児健診
①日時：4/3（火）13:00 ～ 13:45
①対象：平成 23 年 11 月生まれの乳児
②日時：5/1（火）13:00 ～ 13:45
②対象：平成 23 年 12 月生まれの乳児
■ 1 歳 6 か月児健診 
日時：4/10（火）13:00 ～ 13:45
対象：平成 22 年 10 月生まれの幼児
■ 2 歳児教室
日時：4/18（水）13:00 ～ 13:15、

14:00 ～ 14:15  
対象：平成 22 年 4 月生まれの幼児
■ 3 歳児健診
日時：4/17（火）13:00 ～ 13:45 
対象：平成 21 年 2 月生まれの幼児
■乳幼児保健相談
日時：4/26（木）13:00 ～ 13:30 
対象：希望者
■離乳食講習会初期（予約制）
日時：4/19（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。
■プレママ教室パート 1（予約制）
日時：5/10（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：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：健康課（市役所議会棟 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。

4 月 1 日（日）　西村医院  　☎㊾ 0001（中野町）　　　　
4 月 8 日（日）　みのりクリニック 　☎㊾ 8470（下宮木町）　　　
4 月 15 日（日）　小野寺医院　  　☎㊽ 3737（王子町）　　　　
4 月 22 日（日）　北条田仲病院  　☎㊷ 4950（北条町）　　　　
4 月 29 日（日）　安積医院  　☎㊻ 0361（西剣坂町）　　　
4 月 30 日（月）　田尻内科循環器科 　☎㊸ 7931（北条町）　　　　
5 月 3 日（木）　徳岡内科  　☎㊷ 0178（北条町）　　　　
5 月 4 日（金）　堀井内科医院  　☎㊾ 0150（網引町）　　　　
5 月 5 日（土）　佐竹医院  　☎㊷ 4057（北条町）　　　　
5 月 6 日（日）　あさじ医院  　☎㊹ 0225（若井町）　　　　 ★健診・相談には必ず母子健康手帳

をお持ちください。

保健福祉推進協議会・健康増進
センター運営審議会委員募集

保健福祉の推進・施策などの審議委
員を募集します。
募集人数：2 名以内
応募資格：次の要件を満たす方。

・20 歳（平成 24 年 4 月 1 日現在）
以上の市内在住の方

・保健福祉の推進に前向きに関心を
持っている方

内容：2 時間程度の会議を年 2 回程
予定※市の規定による報酬あり
任期：H24.7 月から H26.6 月末まで
応募方法：規定の応募用紙に住所・氏
名・年齢・電話番号・自己 PR を記入の上、
応募動機を 400 字程度にまとめ下記応
募先まで郵送してください。※応募用
紙は市ホームページから入手できます。
また、請求いただければ郵送します。
応募締切：5/28（月）
応募先：〒 675-2395（住所表記不要）
健康課☎㊷ 8723

介護認定調査員（臨時職員）
を募集

介 護 保 険 の 認 定 調 査
（被保険者宅等への訪

問調査、調査票作成）
に従事する調査員を次
のとおり募集します。
勤務形態：土日祝を含むフレックス
勤務。事務連絡のため週１回程度出
勤する場合や、市が指定する研修会
等へ参加していただく場合のほかは、
定められた勤務時間はありません。

（兼業不可）
業務内容：在宅からの介護認定調査
の実施
賃金：1 件あたり 4,500 円（交通費
込み）
募集人数：2 名
資格：看護師、介護支援専門員（ケ
アマネジャー）、保健師、社会福祉士、
介護福祉士のいずれかの資格を有す
る方。または、社会福祉施設、医療
機関などで 10 年以上の介護や相談援
助業務の経験がある方。
応募方法：次の書類を添えて、4/27

（金）までに下記まで郵送、または
持参してください。

・市販の履歴書（顔写真貼付）
・必要な資格等を証明する書類の写

し（資格を有する方）
応募先：〒 675-2395（住所表記不要）
長寿介護課☎㊷ 8788

公民館かしの木学園生募集
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：受付は月～土曜日 9:00 ～
17:00。詳細は各公民館へ
中央☎㊷ 2151・善防☎㊽ 2643
南部☎㊾ 0041・北部☎㊺ 0103


