
広告

18 19

広報かさい　2012.8 月号 広報かさい　2012.8 月号

■人権相談（人権問題に係る相談）☎㊷8727
日時・場所：9/4（火）　13:30 ～ 15:30　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（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：8/23（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：8/9（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：8/23（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 ～ 17:00
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 ～ 17:15
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：8/2（木）、9/1（土）、9/6（木）13:30 ～ 15:30（9/1は9:30 ～ 10:00）
場所：健康福祉会館ふれあいの間1（9/1は大ホール前）
■税理士による無料税務相談　☎0795-48-2055
日時：8/2（木）、16（木）、9/6（木）　13:00 ～ 15:30
場所：市役所6階会議室
■スマイル健康相談（食生活など健康に関する相談）☎㊷3621
日時：8/29（水）　受付13:00 ～ 14:00
場所：健康増進センター　※予約制
■エイズ・肝炎ウィルス検査・相談　☎0795-42-9436
日時：8/6（月）、8/20（月）、9/3（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。6月20日～ 7月20日届出・掲載承諾分

死亡者 年齢 喪主 町名

※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：8/27（月）13:00 ～ 13:45
対象：平成 24 年 6 月生まれの乳児
■ 4 か月児健診
①日時：8/7（火）13:00 ～ 13:45
①対象：平成 24 年 3 月生まれの乳児
②日時：9/4（火）13:00 ～ 13:45
②対象：平成 24 年 4 月生まれの乳児
■ 1 歳 6 か月児健診 
日時：8/28（火）13:00 ～ 13:45
対象：平成 23 年 2 月生まれの幼児
■ 2 歳児教室
日時：8/22（水）13:00 ～ 13:15、

14:00 ～ 14:15  
対象：平成 22 年 8 月生まれの幼児
■ 3 歳児健診
日時：8/21（火）13:00 ～ 13:45 
対象：平成 21 年 6 月生まれの幼児
■乳幼児保健相談
日時：8/30（木）13:00 ～ 13:30 
対象：希望者
■離乳食講習会初期（予約制）
日時：8/16（木）13:00 ～ 13:30  
対象：4 ～ 6 カ月の乳児の保護者
定員：10 人
※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：9/7（金）13:00 ～ 13:30  
対象：妊娠 5 カ月以降のママ・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。

8 月 5 日（日）　徳岡内科  　☎㊷ 0178（北条町）　　　　
8 月 12 日（日）　堀井内科医院  　☎㊾ 0150（網引町）　　　　
8 月 19 日（日）　佐竹医院  　☎㊷ 4057（北条町）　　　　
8 月 26 日（日）　横田内科医院  　☎㊷ 5715（北条町）　　　　
9 月 2 日（日）　米田病院　  　☎㊽ 3591（尾崎町）　　　　
9 月 9 日（日）　あさじ医院  　☎㊹ 0225（若井町）　　　　
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★健診・相談には必ず母子健康手帳
をお持ちください。
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柿本哲生 69 柿本妙子 上宮木町

前田かずゑ 95 前田英機 牛居町

澤中さよ子 93 澤中雅治 下宮木町

柳あさ子 63 柳　英樹 西谷町

時本陽右 77 時本　玄 北条町北条

甲　文子 76 甲　敬夫 東横田町

西村重行 63 西村弘二 北条町西南

竹内伊佐子 82 竹内重仁 小印南町

岡野しげこ 80 岡野晴生 北条町東高室

遠藤厚子 67 遠藤正人 島町

佐伯　𠘑 81 佐伯孝博 西笠原町

斉藤幸子 83 斉藤正博 北条町東高室

内藤貞美 81 内藤貞彦 玉丘町

横田定子 83 横田庄平 中野町

岡嶋光枝 95 岡嶋　勝 北条町北条

柏原君代 85 柏原季男 東剣坂町

森本きぬ子 82 森本俊行 北町

岩佐ますゑ 96 岩佐一志 豊倉町

辻　榮造 88 辻　信二 中富町

民輪久子 63 民輪松治 田谷町

田井　隆 80 田井隆吾 田原町

仲田たつゑ 98 仲田好昭 中富町

藤中まさゑ 97 藤中健二 東長町

小林かね 96 小林辰之 北条町黒駒

谷口つちゑ 99 谷口美津子 繁昌町

吉田りきゑ 97 吉田啓一 常吉町

■自衛官候補生
応募資格：18 才以上
27 才未満の者
受付期間：男子は年間を通じて。女
子は 8/1（水）～ 9/7（金）
■一般曹候補生
応募資格：18 才以上 27 才未満の者
受付期間：8/1（水）～ 9/7（金）
■航空学生
応募資格：高卒（見込含む）～ 21
才未満の者
受付期間：8/1（水）～ 9/7（金）
■防衛大学校学生（推薦・総合選抜）
応募資格：高卒（見込含む）～ 21
才未満の者
受付期間：9/3（月）～ 5（水）

問合先：自衛隊兵庫地方協力本部・
青野原分駐所☎ 0794-66-7959

防衛省学生・自衛官募集

平成 24 年度
第 2 回警察官採用試験の実施

受付期間：8/26（日）まで
※郵送は 8/21（火）消印有効
試験日：9/16（日）
※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。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。
問合先：兵庫県警察本部・警察官採
用センター☎ 0120-145-314

部門：洋画、日本画、水墨画、版画、
書道、彫塑・工芸、写真
応募資格：15 歳以上（中学生は除く）
出品点数：1 部門につき 2 点以内
※水墨画、写真部門は 1 点
出品料：無料
作品受付：10/28（日）10:00 ～ 16:00
受付場所：市民会館
表彰：市長賞／副賞 8 万円
　　　議長賞／副賞 2 万円
　　　教育委員会賞／副賞 1 万円
※上記の 3 賞は、原則として各部門 1 点
　　　文化連盟会長賞／副賞 記念品
　　　美術家協会長賞／副賞 記念品
　　　奨励賞／副賞 記念品
　　　ねひめ賞（市内在住者対象）
展覧会：11/21（水）～ 25（日）
10:00 ～ 17:00（25 日は 15:00 まで）
展覧会場所：市民会館
※募集要項は、市内 4 公民館、図書
館、地域交流センターなどで配布
問合先：文化スポーツ課☎㊷ 8773

第46回加西市美術公募展
作品募集

夏休み中にお父さんと子どもの交流
を目的とした、体験型イベントやワー
クショップを無償で実施していただ
ける企業を募集します。販売等を目
的とした営利事業は対象外です。
対象：市内企業や市内の個人事業者
場所：地域交流センターの施設を使用
申込先：ふるさと創造課☎㊷ 8706

おとうさん応援カンパニー募集


